
第35回北海道少年少女空手道錬成大会

【スーパーチャンピオン決定戦】

2年生女子　組手

桐生　愛和(濤学館・札幌)　　対　　齋藤　夢華(明空義塾札幌・札幌)

☆ スーパーチャンピオン　桐生　愛和(濤学館・札幌)

2年生男子　形

山口　拓海(太気会・千歳) 　　対　　梛　優心(濤学館・札幌)

☆ スーパーチャンピオン　山口　拓海(太気会・千歳)

４年生男子　形

井𡈽　蒔人(濤学館・札幌)　　対　　山口　龍馬(太気会・千歳)

☆ スーパーチャンピオン　井𡈽　蒔人(濤学館・札幌)

６年生男子　形

徳光　龍(濤学館・札幌) 　　対　　佐藤　京樹(ユヤーズ・札幌) 

☆ スーパーチャンピオン　徳光　龍(濤学館・札幌)



№1
　 　 　

【男子・個人形】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

やまだ　りく りゅうかた　ひびき かわむら　こうせい やまがみ　けんと よしおか こう くまがい　りんき なりた　がお はせがわ　まさはる

山田　理恭 龍方　響生 川村　光世 山上　絢登 吉岡　虹 熊谷　凛樹 成田　芽生 長谷川　雅春

(岩内クラブ・小樽) (ユヤーズ・札幌) (寺田道場・札幌) (ユヤーズ・札幌) (志武館・釧路) (修道館・札幌) (藤島道場・室蘭) (ユヤーズ・札幌)

なぎ　ゆうしん いけだ　しゅん ふじい　あたる さかがわ　きりゅう たかまつ　えいた きたやま　はやと しみず　たつき みとめ　けんた

梛　優心 池田　隼 藤井　有多琉 坂川　桐生 髙松　瑛汰 北山　颯人 清水　樹 三留　健太

(濤学館・札幌) (修道館・札幌) (木村道場・札幌) (札幌北桜館・札幌) (本部浩気塾・釧路) (ユヤーズ・札幌) (真統館・十勝) (志聖舘・札幌)

かしもと　ひょうあ やまもと　つばさ たかはた　りょうた おおおか　いくま たかはし　ゆいと うえたに　みとら みちした　えいた いいだ　てる

樫本　彪愛 山本　翼 高畑　諒大 大岡　生磨 髙橋　結人 上谷　海虎 道下　瑛太 飯田　輝

(魁星舘・旭川) (魁星舘・旭川) (魁星舘・旭川) (寺田道場・札幌) (札幌斉藤道場・札幌) (ユヤーズ・札幌) (寺田道場・札幌) (ユヤーズ・札幌)

やまぐち　りゅうま たぐち　しゅんすけ やまうち　いつき くらしま　そうた まえだ　ゆうせい きたの　まなと ながたに　れつ なかむら　あおみ

山口　龍馬 田口　俊介 山内　樹 倉島　颯汰 前田　悠成 北野　愛翔 永谷　烈 中村　碧海

(太気会・千歳) (勧仁塾道場・小樽) (誠章館・苫小牧) (一志会・釧路) (岩内クラブ・小樽) (寺田道場・札幌) (札幌西支部・札幌) (松涛会・札幌)

やまもと　そうた みとめ　かんた かわばた　さくと おきざき　りょう さかがわ　ふうた まる　たつき そうま　しりゅう きしだ　あつま

山本　蒼太 三留　幹太 川畑　咲人 沖崎　諒 坂川　楓太 丸　樹 相馬　士龍 岸田　篤柾

(濤学館・札幌) (志聖舘・札幌) (ユヤーズ・札幌) (札幌斉藤道場・札幌) (札幌北桜館・札幌) (ユヤーズ・札幌) (志濤館・苫小牧) (ユヤーズ・札幌)

さとう　あつき こづな　あきひと かしもと　くりゅう なりた　はく ながお　しょうた うえだ　りんたろう きたやま　りょうや かすが　ゆうき

佐藤　京樹 小綱　章仁 樫本　空龍 成田　羽駒 長尾　昌汰 上田　倫太郎 北山　凌也 春日　勇輝

(ユヤーズ・札幌) (勧仁塾道場・小樽) (魁星舘・旭川) (藤島道場・室蘭) (泊親会秀聖塾・苫小牧) (ユヤーズ・札幌) (ユヤーズ・札幌) (誠道館・札幌)

平成27年5月16日（土）～17日（日）

小学３年生の部

小学４年生の部

小学５年生の部

第５位

小学1年生の部

小学６年生の部

　　　千歳市開基記念武道館

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７

第35回北海道少年少女空手道錬成大会

小学２年生の部



№2
　 　 　

【女子・個人形】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

やまね　このみ かまだ　こくあ ふじわら　のぞみ こもだ　あかり あらき　ことね みうら　あゆか あきばやし　ゆうか おおの　ちひろ

山根　誇乃美 鎌田　國亜 藤原　希美 菰田　茜里 荒木　紀音 三浦　歩花 秋林　優花 大野　知央

(濤学館・札幌) (修道館・札幌) (寺田道場・札幌) (世界連盟千歳・千歳) (修道館・札幌) (明空義塾札幌・札幌) (寺田道場・札幌) (木村道場・札幌)

みずの　ひろほ かわぐち　ゆず はやかわ　りっか きりゅう　らいな よこやま　ゆずほ さいとう　ひなり ますださとみ やまなか　ここあ

水野　広穂 川口　柚子 早川　六花 桐生　愛和 横山　ゆずほ 斉藤　日奈里 升田　さとみ 山中　心愛

(真統館・十勝) (志聖舘・札幌) (真統館・十勝) (濤学館・札幌) (北海道北星館・函館) (修道館・札幌) (テーオー塾・函館) (函館忠道塾・函館)

はしだ　めい やまぐち　ねね かわむら　あい つゆき　りおん こんの　ゆめ おかだ　　　 だて　まなみ かわばた　いちか

橋田　芽依 山口　寧々 川村　あい 露木　梨音 紺野　夢姫 岡田　こころ 伊達　真奈美 川端　一花

(木村道場・札幌) (濤学館・札幌) (札幌斉藤道場・札幌) (誠章館日高・苫小牧) (一志会・釧路) (明空義塾札幌・札幌) (濤学館・札幌) (一志会・釧路)

くぼた　まき わたなべ　はな あきにわ　ゆいこ とがし　みずの さかぐち　めい しのおか　そらね ふじわら　かれん ちだ　さぎり

久保田　真貴 渡辺　花 秋庭　結心 富樫　瑞乃 坂口　鳴 篠岡　空祢 藤原　楓漣 千田　紗季里

(寺田道場・札幌) (誠章館日高・苫小牧) (志聖舘・札幌) (木村道場・札幌) (誠章館日高・苫小牧) (志聖舘・札幌) (修道館・札幌) (ユヤーズ・札幌)

いとう　ゆづき かさい　いろは いいだ　あん かさい　ゆうか むらた　みお さとう　りお いしもり ことは あおやま　ゆきな

伊藤　結月 笠井　彩葉 飯田　杏 葛西　優花 村田　実緒 佐藤　莉音 石森 琴葉 青山　幸奈

(誠章館日高・苫小牧) (ユヤーズ・札幌) (ユヤーズ・札幌) (ユヤーズ・札幌) (真統館北見・網走) (武徳会・旭川) (志武館・釧路) (世界連盟千歳・千歳)

もりや　ここな わたなべ　あおり にった　みう はやかわ　ゆづき ふくじゅ　みさ すずき　ひかり つばた　あいり こいわ　さあや

森谷　心々菜 渡辺　愛織 新田　美海 早川　夕月 福寿　美彩 鈴木　晶 壷田　愛莉 小岩　紗綺

(濤学館・札幌) (木村道場・札幌) (誠章館・苫小牧) (真統館・十勝) (北海道北星館・函館) (岩内クラブ・小樽) (ユヤーズ・札幌) (コナミ・札幌)

　　　千歳市開基記念武道館

第35回北海道少年少女空手道錬成大会

平成27年5月16日（土）～17日（日）

第５位

小学６年生の部

小学５年生の部

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７

小学２年生の部

小学３年生の部

小学４年生の部

小学1年生の部



№3
　 　 　

【男子・個人組手】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

えんま　りくと なかがわ しょうや やまだ　りく かわむら　こうせい たなか　りゅうげん なりた　がお いとう　あいる ふくろい　そうのすけ

円馬　睦仁 中川　翔矢 山田　理恭 川村　光世 田中　隆元 成田　芽生 伊藤　愛琉 袋井　想之介

(北海道北星館・函館) (志武館・釧路) (岩内クラブ・小樽) (寺田道場・札幌) (佛心塾・札幌) (藤島道場・室蘭) (岩内クラブ・小樽) (コナミ・札幌)

ほしば　りと さかもと　しげまさ まえだ　けんせい さかがわ　きりゅう おおむら　しょうせい たに　りょうた いぢち　そら おりも　りょうた

干場　吏永 坂本　樹優 前田　健成 坂川　桐生 大村　祥聖 谷　凌汰 伊地知　天空 織裳　亮太

(明武会・釧路) (太気会・千歳) (岩内クラブ・小樽) (札幌北桜館・札幌) (明武会・釧路) (真統館・札幌) (未来塾・旭川) (明武会・釧路)

ばんどう　たいぞう ながぬま　とわ よねたに　はるく みちした　えいた ほしこ　りょうた くらしま　はると むらかみ　たいと やまもと　つばさ

板東　治蔵 長沼　冬和 米谷　春琥 道下　瑛太 星子　良太 倉島　大翔 村上　泰都 山本　翼

(寺田道場・札幌) (札幌斉藤道場・札幌) (ユヤーズ・札幌) (寺田道場・札幌) (剛心会・函館) (一志会・釧路) (魁星舘・旭川) (魁星舘・旭川)

やまぐち　りゅうま あずま　ゆうさく いづち　まきと たなか　こうげん あわの　しょうた けいら　ともき こばやし　ひびき やまだ　かい

山口　龍馬 東　勇作 井土` 蒔人 田中　紘元 粟野　翔太 計良　知希 小林　響生 山田　夏生

(太気会・千歳) (北海道北星館・函館) (濤学館・札幌) (佛心塾・札幌) (成空会川沿・苫小牧) (コナミ・札幌) (岩内クラブ・小樽) (岩内クラブ・小樽)

みた よう うい　ちかと きしだ　あつま おおまき　こうたろう くぼ　こうが すえ　たくみ たなか　ゆうげん いなだ　しゅん

三田　遥 宇井　悠時 岸田　篤柾 大巻　孝太朗 久保　晃雅 諏江　匠弥 田中　裕元 稲田　舜

(志武館・釧路) (寺田道場・札幌) (ユヤーズ・札幌) (ユヤーズ・札幌) (豊心会・苫小牧) (明空義塾札幌・札幌) (佛心塾・札幌) (ユヤーズ・札幌)

みた　たける こづな　あきひと いしぐろ　りんのすけ さとう　あつき とくみつ　りゅう いとう　そら たなか　はると もといけ　かざな

見田　尊 小綱　章仁 石黒　倫之介 佐藤　京樹 徳光　龍 伊藤　爽良 田中　陽 本池　嘉哉

(明武会・釧路) (勧仁塾道場・小樽) (ユヤーズ・札幌) (ユヤーズ・札幌) (濤学館・札幌) (木村道場・札幌) (寺田道場・札幌) (濤学館・札幌)

　

第35回北海道少年少女空手道錬成大会

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７

小学３年生の部

小学1年生の部

小学２年生の部

小学６年生の部

第５位

平成27年5月16日（土）～17日（日）

　　　千歳市開基記念武道館

小学４年生の部

小学５年生の部



№4
　 　 　

【女子・個人組手】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

やまね　このみ あきばやし　ゆうか おおいし　かな うえたに　みひろ まつだ　はんな むらなか　ゆうり みうら　ゆいな くぼ　りおん

山根　誇乃美 秋林　優花 大石　佳奈 上谷　海優 松田　絆愛 村中　優里 三浦　由愛 久保　璃桜

(濤学館・札幌) (寺田道場・札幌) (修道館・札幌) (ユヤーズ・札幌) (北海道北星館・函館) (丸與志月寒・札幌) (佛心塾・札幌) (寺田道場・札幌)

さいとう　ゆめか とおやまかの あらき　かりん さとむら　ゆうな やまぐち　らいむ さいとう　ひなり よこやま　ゆずほ やまなか　ここあ

齋藤　夢華 遠山　歌乃 荒木　果凜 里村　優菜 山口　來夢 斉藤　日奈里 横山　ゆずほ 山中　心愛

(明空義塾札幌・札幌) (太気会・千歳) (明空義塾札幌・札幌) (弘心館・釧路) (萌空会・留萌) (修道館・札幌) (北海道北星館・函館) (函館忠道塾・函館)

きたもと　こはる こばやし　あや あさの　みく しまむら　かやね こうや　もも いまむら　あみ いなだ　なお むらい　ひめか

北本　小晴 小林　絢 浅野　未來 島村　萱祢 郡谷　桃 今村　彩美 稲田　直 村井　媛香

(明空義塾札幌・札幌) (明空義塾札幌・札幌) (志聖舘・札幌) (北海道北星館・函館) (寺田道場・札幌) (修道館・札幌) (ユヤーズ・札幌) (函館秀麗館・函館)

くぼた　まき ごとう　ふうか あきばやし　ほのか あいざわ　えれん よしおか うぶ よこやま　あずみ いずみ　ふうか さが　めい

久保田　真貴 後藤　楓華 秋林　朋花 相澤　瑛恋 吉岡　羽舞 横山　あずみ 泉　風花 嵯峨　芽依

(寺田道場・札幌) (寺田道場・札幌) (寺田道場・札幌) (太気会・千歳) (志武館・釧路) (北海道北星館・函館) (北海道北星館・函館) (ユヤーズ・札幌)

さの　まなみ しまむら　ゆいな もちづき　あかり たなか　さや いいだ　あん たざわ　いのり あべ　ゆい たけおか　くれは

佐野　愛実 島村　唯那 望月　あかり 田中　沙綾 飯田　杏 田澤　いのり 阿部　結衣 武岡　紅葉

(寺田道場・札幌) (北海道北星館・函館) (明空義塾札幌・札幌) (中標津松濤館・釧路) (ユヤーズ・札幌) (空真塾北道場・札幌) (志聖舘・札幌) (斉藤道場・空知)

すずき　もえ くぼた　さき ごとう　せいな ほんま　あおい はらぐち　かな はたの　しおね とまき　はるか もりや　ここな

鈴木　萌 久保田　咲貴 後藤　星奈 本間　葵 原口　加那 畑野　汐音 戸巻　悠 森谷　心々菜

(拳誠塾・小樽) (寺田道場・札幌) (寺田道場・札幌) (勧仁塾道場・小樽) (北海道北星館・函館) (明武会・釧路) (和道流空玄塾・札幌) (濤学館・札幌)

　

小学６年生の部

小学２年生の部

小学1年生の部

小学４年生の部

小学３年生の部

小学５年生の部

第35回北海道少年少女空手道錬成大会

第５位

平成27年5月16日（土）～17日（日）

　　　千歳市開基記念武道館

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７


