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北海きたえーる　サブアリーナ

幼年 優勝 山本 晴也 岩見沢 6歳年長
小野寺 泰星 本部 ENT.2名 6歳年長

小学１・２年女子 優勝 梅村 心菜 札幌東 2年
横山 陽和 拳誠塾 ENT.2名 2年

小学３・４年女子 優勝 播磨 亜美 丈夫塾 4年
関原 凛音 拳誠塾 4年

二ノ宮 美海 諸沢道場 ＥＮＴ．3名 4年

小学５年女子 優勝 小笠原 未柚 札幌南 統合 5年
佐藤 ひかる 中標津小清水 ＥＮＴ．2名 5年

小学６年女子 優勝 及川 瞳 札幌北 統合 6年
高松 菜央 手稲 6年
関口 那瑠 山鼻 ＥＮＴ．3名 6年

小学1年 優勝 塩田 優悟 丈夫塾
久米 紫文 手稲 ＥＮＴ．2名

優勝 播磨 佑哉 丈夫塾
準優勝 桒内 慧 岩見沢
三位 三枝 武尊 札幌南
三位 染野 流希斗 諸澤道場

優勝 神山 功大 平岡
準優勝 桂川 凌征 丈夫塾
三位 高松 凉雅 手稲
三位 佐藤 陽丸 夕張

優勝 髙柳 恵樹 拳流会館
準優勝 津司 凛人 丈夫塾

坂本 顚太 千歳
丸藤 大和 岩見沢 ＥＮＴ．5名

優勝 平野 流維 本部
準優勝 及川 秀雄 手稲

丸田 裕二 岩見沢 ＥＮＴ．4名 棄権1名

優勝 織田 利陽登 丈夫塾
準優勝 松橋 大空 丈夫塾
三位 蒔苗 冬稀 手稲
三位 片山 蒼天 丈夫塾

優勝 浜口 闘我 浜口道場
準優勝 ジョンソン 拓磨 諸澤道場

川村 航平 札幌東
日下 獅道 中標津 ＥＮＴ．5名

優勝 三枝 悠晟 札幌南
準優勝 我妻 遥斗 中標津別海
三位 古御堂 哉音 中標津
三位 川久保 剣心 名寄

優勝 神山 侑季 平岡
準優勝 新田 啓介 札幌東

越後 麗央 丈夫塾 ＥＮＴ．6名 棄権1名
長谷川 拓海 拳誠塾 不戦勝

優勝 花山 結菜 札幌東 中学3年
準優勝 織田 優紀奈 丈夫塾 中学2年

今林 沙妃 丈夫塾 中学2年

小学6年軽量

小学6年重量

中学女子軽量

小学5年重量

小学２年

小学3年

小学4年軽量

小学4年重量

小学5年軽量
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浜埜 莉奈 手稲 ＥＮＴ．4名 中学1年

優勝 宮井 梨緒 極真坂本　金町 中学2年
準優勝 柴田 未悠 札幌東 中学3年

山縣 はる 丈夫塾 中学3年
山田 月海 諸沢道場 ＥＮＴ．5名 中学1年

優勝 宗片 博太郎 丈夫塾 中学2年
準優勝 関口 幸佑 山鼻 中学1年

鈴木　 志佳 手稲 中学1年
鈴木　 快都 手稲 ＥＮＴ．7名 中学1年

優勝 佐藤 結人 中標津小清水 中学3年
準優勝 今井 榛空 中標津浜中 中学1年

染野　 碧流 諸沢道場 ＥＮＴ．5名 中学2年
梅川 てつ 誠真塾 不戦勝 中学1年

棄権1名
高校軽量 優勝 岩 翔希 丈夫塾 高校2年

田家 翔汰 無限塾 高校1年
手島 和希 無限塾 ＥＮＴ．3名 高校1年

優勝 冨原 旭日 丈夫塾 高校2年
準優勝 瀬戸 綸太郎 丈夫塾 高校2年

田家 康平 無限塾 高専3年
石黒 雄貴 札幌南 ＥＮＴ．4名 高校2年

女子マスターズ 優勝 山田 奈緒美 諸澤道場
藤原 美智代 諸澤道場 ＥＮＴ．2名

レディース 優勝 梅川 もこ 誠真塾 高校3年
大槻 あやの 中標津斜里 ＥＮＴ．2名 高校2年

優勝 山村 裕樹 無限塾
準優勝 松永 紀博 誠真塾
三位 福井 貴司 手稲
三位 小豆畑 賢一 札幌南

優勝 坂本 英紀 諸澤道場
準優勝 佐藤 圭太 格斗クラブ空知
三位 松山 直人 本部
四位 川村 悠槇 本部

三枝 武尊 札幌南
織田 利陽登 丈夫塾
大槻 あやの 中標津斜里ベストマナー賞

中学女子中量

中学軽量

中学中・重量

高校中・重量

マスターズ

一般無差別

ベストファイト賞
ベストテクニック賞


