
第44回北海道大会 成績表 2017年9月17日（日）

きたえーる　サブアリーナ

階級 順位
2018全日本
組合せ順位

既得権者 所属道場

優勝 1位 長尾 友朗 本部

準優勝 2位 山本 昊輝 岩見沢

選抜 選抜3位 三森 叶 岩見沢

選抜 選抜4位 佐藤 日那乃 夕張

優勝 1位 小野寺 朱雀奈 白蓮会館小樽

選抜 選抜2位 櫻井 夢 夕張

優勝 1位 梅村 心菜 札幌東

準優勝 2位 加古 琴心 極真金町道場

三位 3位 村上 心花 手稲

三位 4位 佐藤 花音 闘心會

小学5年女子38㎏未満 推薦 選抜1位 吉川 心空 虚空会館

優勝 1位 済（全日本2位） 門田 莉奈 北心会

選抜 選抜2位 岩崎 七菜 坂井塾

優勝 1位 三上 舞葉 北心会

選抜 選抜2位 青柳 花音 白石

選抜 選抜3位 澤田 優杏 白石

優勝 1位 児玉 絢翔 白蓮会館小樽

準優勝 2位 赤坂 珀琉久 北心会

三位 3位 小川 翔一郎 平岡

三位 4位 平田 龍牙 平岡

優勝 1位 済（全日本1位） 小野寺 泰星 今井道場

準優勝 2位 増田 理玖 今井道場

三位 3位 山本 晴也 岩見沢

三位 4位 村上 敬都 手稲

優勝 1位 久米 紫文 手稲

準優勝 2位 玉手 歩夢 北心会

三位 3位 岸本 怜 今井道場

三位 4位 渡久地 政臣 今井道場

優勝 1位 枽内 慧 岩見沢

準優勝 2位 三枝 武尊 川沿

選抜 選抜3位 佐藤 芯哉 札幌東

選抜 選抜4位 柾本 蒼太朗 手稲

優勝 1位 小野寺 龍亮 白蓮会館小樽

準優勝 2位 染野 流希斗 諸沢道場

三位 3位 尾山 寛 諸沢道場

三位 4位 竹内 大夢 諸沢道場

優勝 1位 見澤 艦太 今井道場

準優勝 2位 四村 智弥 無限塾

三位 3位 十文字 歩斗 今井道場

三位 4位 田中 史哉 極真金町道場

優勝 1位 神山 功大 平岡

準優勝 2位 齊藤 太一 本部

選抜 選抜3位 遠藤 琥珀 HKC羽幌

選抜 選抜4位 大杉 爽斗 今井道場

小学5年重量38㎏以上

小学1年

小学2年

小学3年

小学4年軽量30㎏未満

小学4年重量30㎏以上

小学5年軽量38㎏未満

名　　前

幼年

小学1・2年女子

小学3・4年女子

小学5年女子38㎏以上

小学6年女子43㎏未満



階級 順位
2018全日本
組合せ順位

既得権者 所属道場名　　前

優勝 1位 佐藤 大輝 闘心會

準優勝 2位 平野 流維 本部

選抜 選抜3位 河合 悠凌 中標津小清水

選抜 選抜4位 内海 右京 登別

優勝 1位 木村 岳斗 白蓮会館小樽

準優勝 2位 及川 秀雄 手稲

選抜 選抜3位 鈴木 将生 拳誠會館

選抜 選抜4位 林 大輝 今井道場

優勝 1位 阿部 リノア 最強塾

準優勝 2位 小笠原 未柚 川沿

選抜 選抜3位 佐藤 ひかる 中標津小清水

選抜 選抜4位 岩 音把 今井道場

優勝 1位 小川 遼佳 北心会

選抜 選抜2位 関口 那瑠 山鼻

優勝 1位 久保 龍生 白石

準優勝 2位 我妻 遥斗 中標津別海

三位 3位 川久保 剣心 名寄

三位 4位 蒔苗 冬稀 手稲

優勝 1位 佐藤 泰人 中標津小清水

準優勝 2位 友井 勇晴 最強塾

選抜 選抜3位 高 迅汰 藤野

選抜 選抜4位 古川 俊輔 今井道場

優勝 1位 関口 幸佑 山鼻

準優勝 2位 神山 侑季 平岡

選抜 選抜3位 済(全日本4位） 今井 榛空 中標津浜中

選抜 選抜4位 南場 優作 手稲

優勝 1位 済(全日本4位） 佐藤 結人 中標津小清水

選抜 選抜2位 金谷 祥太 今井道場

選抜 選抜3位 済(全日本2位） 高橋 竜昂 HKC羽幌

宮井 梨緒 極真金町道場
柴田 未悠 札幌東

女子マスターズ 山本 浩子 本部
山村 裕樹 無限塾

小豆畑 賢一 藤野
岩 翔希 今井道場

坂本 英紀 諸沢道場
石黒 純平 藤野
柴田 大輝 札幌東
岩 翔希 今井道場

関口 幸佑 山鼻
小川 遼佳 北心会

ベストファイト賞
ベストテクニック賞
ベストマナー賞

優勝

マスターズ
優勝

準優勝

一般無差別

優勝
準優勝
三位
四位

中学男子55㎏未満

中学男子55㎏以上

高校男子60㎏未満

レディース
優勝

準優勝

小学6年軽量43㎏未満

小学6年重量43㎏以上

中学女子47㎏未満

中学女子47㎏以上

中学男子50㎏未満


