
クラス 順位
小学生　女子1・2年 優勝 上野 来実 極真館
小学生　女子1・2年 準優勝 髙栁 美樹 拳流会館

小学生　女子3・4年 優勝 山崎 遥菜 修武會
小学生　女子3・4年 準優勝 長谷川 桃瑚 極真館
小学生　女子3・4年 三位 門田 莉奈 北心会
小学生　女子3・4年 三位 梅村 心菜 札幌東

小学生5年生・女子重量 優勝 越後 凜 丈夫塾

小学生6年生・女子軽量 優勝 小笠原 未柚 札幌南
小学生6年生・女子軽量 準優勝 阿部 リノア 最強塾

小学生6年生・女子重量 優勝 山崎 幸菜 修武會

小学生1年生 優勝 山本 晴也 岩見沢
小学生1年生 準優勝 小野寺 泰星 丈夫塾
小学生1年生 三位 村上 敬都 手稲
小学生1年生 三位 森田 鷹 中標津中春別

小学生2年生 優勝 高橋 鳳晴 格斗クラブ羽幌
小学生2年生 準優勝 久米 紫文 手稲
小学生2年生 三位 岸本 怜 丈夫塾
小学生2年生 三位 杉本 隼基 丈夫塾

小学生3年生 優勝 尾山 寛 諸澤道場
小学生3年生 準優勝 三枝 武尊 札幌南
小学生3年生 三位 中川 貫次朗 極真館
小学生3年生 三位 前川 星来 札幌北

小学生4年軽量級 優勝 見澤 艦太 丈夫塾
小学生4年軽量級 準優勝 桂川 凌征 丈夫塾
小学生4年軽量級 三位 島本 凌多 丈夫塾
小学生4年軽量級 三位 森元 海凪 夕張

小学生4年重量級 優勝 上野 奏貴 極真館
小学生4年重量級 準優勝 神山 功大 平岡
小学生4年重量級 三位 齊藤 太一 本部
小学生4年重量級 三位 大和田 僚我 修武會

小学生5年軽量級 優勝 髙栁 恵樹 拳流会館
小学生5年軽量級 準優勝 笹原 寛太 極真館
小学生5年軽量級 三位 堀 悠暉 闘心會
小学生5年軽量級 三位 國廣 伍柊 拳誠會館

小学生5年重量級 優勝 山﨑 天創 氣秀館
小学生5年重量級 準優勝 工藤 将星 極真館
小学生5年重量級 三位 本瀬 莉玖 丈夫塾
小学生5年重量級 三位 鈴木 蓮 究道会館北海道支部

小学生6年軽量級 優勝 堤 響羽 白蓮会館
小学生6年軽量級 準優勝 片山 蒼天 丈夫塾
小学生6年軽量級 三位 蒔苗 冬稀 手稲
小学生6年軽量級 三位 高橋 昊大 丈夫塾

小学生6年重量級 優勝 木戸 翔太 最強塾
小学生6年重量級 準優勝 本間 良雅 修武會

中学生女子・軽量級 優勝 浜埜 莉奈 手稲
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中学生女子・中量級 優勝 関根 りみ 北心会

中学生女子・重量級 優勝 三澤 心姫 極真館

中学生軽量級 優勝 関口 幸佑 山鼻
中学生軽量級 準優勝 鈴木 志佳 手稲
中学生軽量級 三位 佐藤 竜馬 丈夫塾
中学生軽量級 三位 銘形 厳希 丈夫塾

中学生中量級 優勝 西島 恭平 修武會
中学生中量級 準優勝 金谷 祥大 丈夫塾

中学生重量級 優勝 三澤 心大 極真館
中学生重量級 準優勝 今井 榛空 中標津浜中
中学生重量級 三位 横山 慶人 闘心會
中学生重量級 三位 神山 侑季 平岡

高校生軽量級 優勝 杉本 竜基 丈夫塾

高校生中・重量級 優勝 石黒 雄貴 札幌南

レディース軽量級 優勝 花山 結菜 札幌東
レディース軽量級 準優勝 柴田 未悠 札幌東

マスターズ軽量級 優勝 鈴木 孝宏 手稲
マスターズ軽量級 準優勝 福井 貴司 手稲

一般軽量級 優勝 石黒 純平 札幌南
一般軽量級 準優勝 柴田 大輝 札幌東

一般重量級 優勝 上野 滋也 極真館
一般重量級 準優勝 越智 勝 北心会

ベストマナー賞 岡倉 花菜 坂井塾
ベストテクニック賞 西島 恭平 修武會
ベストファイト賞 越智 勝 北心会


