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小学１・２年女子 優勝 岡本 沙依 オカモト サエ 山鼻 小学2年 Ent.　2名

小学３・４年女子 優勝 今川 沙耶 イマガワ サヤ 誠真塾 小学4年

準優勝 梅村 心菜 ウメムラ ココナ 札幌東 小学3年

小学６年女子 優勝 小笠原 未柚 オガサワラ ミユウ 札幌南 Ent.　2名

小学1年 優勝 山本 晴也 ヤマモト セイヤ 岩見沢 Ent.3名

優勝 山本 貫太 ヤマモト カンタ 金町道場
準優勝 杉本 隼基 スギモト ハヤキ 丈夫塾 Ent.7名

優勝 小野寺 龍亮 オノデラ リョウスケ 白蓮会館小樽
準優勝 前川 星来 マエカワ セラ 札幌北
三位 桒内 慧 クワウチ サトル 岩見沢
三位 松田 禎夢 マツダ ツグム 白蓮会館小樽

優勝 見澤 艦太 ミサワ カンタ 丈夫塾
準優勝 四村 智弥 シムラ トモヤ 無限塾
三位 島本 凌多 シマモト リョウタ 丈夫塾
三位 佐藤 主登 サトウ ユキト 中標津

優勝 佐々木 慧斗 ササキ ケイト 無限塾
準優勝 遠藤 琥珀 エンドウ コハク 格斗クラブ羽幌
三位 齋藤 太一 サイトウ タイチ 本部
三位 神山 功大 カミヤマ コウダイ 平岡

優勝 横田 拳信 ヨコタ ケンシン 拳流会館
準優勝 高栁 恵樹 タカヤナギ ケイキ 拳流会館
三位 金澤 優真 カナザワ ユウマ 白蓮会館小樽
三位 津司 凜人 ツシ リント 丈夫塾

優勝 松田 叶夢 マツダ カナム 白蓮会館小樽
準優勝 郷 航生 ゴウ コウキ 丈夫塾 Ent.5名

優勝 織田 利陽登 オダ リヒト 丈夫塾
準優勝 蒔苗 冬稀 マキナエ フユキ 手稲 Ent6名

優勝 濱口 闘我 ハマグチ トウガ 諸沢道場
準優勝 板垣 結聖 イタガキ ユウセイ 丈夫塾 Ent.7名

優勝 浜埜 莉奈 ハマノ リナ 手稲
準優勝 関口 那瑠 セキグチ ナル 山鼻 Ent.5名

優勝 銘形 厳希 メイガタ イズキ 丈夫塾
準優勝 鈴木 快都 スズキ カイト 手稲
三位 関口 幸佑 セキグチ コウスケ 山鼻
三位 久保 龍生 クボ リュウセイ 白石

優勝 池内 柊平 イケウチ シュウヘイ 丈夫塾
準優勝 塩田 瑠惟 シオタ ルイ 丈夫塾 Ent6名

優勝 今井 榛空 イマイ ハルク 中標津浜中
準優勝 花山 柊 ハナヤマ シュウ 札幌東 Ent4名

高校軽量 優勝 佐藤 結人 サトウ ユイト 中標津小清水 Ent3名
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高校重量 優勝 黒田 徹 クロダ テツ 丈夫塾 Ent2名

レディース 優勝 柴田 未悠 シバタ ミユ 札幌東 Ent3名

女子マスターズ 優勝 山本 絹恵 ヤマモト キヌエ 城西本部 Ent2名

マスターズ 優勝 山村 裕樹 ヤマムラ ヒロキ 無限塾 Ent2名

優勝 石黒 純平 イシグロ ジュンペイ 札幌南
準優勝 柴田 大輝 シバタ ダイキ 札幌東
三位 佐藤 圭太 サトウ ケイタ 格斗クラブ
四位 下浦 雅弘 シモウラ マサヒロ 名寄

銘形 厳希 メイガタ イズキ 丈夫塾
鈴木 快都 スズキ カイト 手稲
北川 沙代子 キタガワ サヨコ 名寄

一般無差別

ベストファイト賞
ベストテクニック賞
ベストマナー賞


