
№１
　 　 　

【スーパーチャンピオン決定戦】

【男子・個人形】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

いけだ　さく ひらはた　みつき ささき　そうた せがわ　れんと ふじわら　れん ながとも　じゅん いまむら　　のあ あべ　ゆうせい すずき　たいよう

池田　朔 平畠　光基 佐々木　草太 瀬川　蓮斗 藤原　漣 長友　純 今村　望蒼 阿部　由聖 鈴木　太陽

修道館 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 修道館 ・札幌 札幌月寒道場 ・札幌 常明館 ・旭川 柏悠会 ・網走 魁星舘 ・旭川 一志会 ・釧路 柏悠会 ・網走

くまがい　りゅうき はたの　しゅん いしざき　こたろう たぐち　そうすけ うえたに　かい たかの　しょうき あかまつ　けいすけ たかはた　しょうた

熊谷　琉希 秦野　　隼 石崎　虎太郎 田口　奏介 上谷　海 高野　翔暉 赤松　慶亮 高畑　翔太

修道館 ・札幌 ＪＫＳ誠道館 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 勧仁塾道場 ・小樽 ユヤーズ ・札幌 藤島道場 ・室蘭 誠拳塾　江別 ・札幌 魁星舘 ・旭川　

みさわ　ゆうと つじ　はやと やました　にらい ほりかわ　こたろう きしだ　ゆうと たや　じゅんのすけ おかだ　せいじ しもやま　りつ ふじき　しゅん

三澤　結人 辻　隼人 山下　仁來 堀川　琥太郎 岸田　悠秀 田谷　順之介 岡田　成慈 下山　率 藤木　駿

一志会 ・釧路 ＪＫＳ誠道館 ・札幌 本別空手連盟 ・十勝 常明館 ・旭川 ユヤーズ ・札幌 松濤会 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 ユヤーズ ・札幌 寺田道場 ・札幌

すがわら　わたる りゅうかた　ひびき みやぐち　あつき やまだ　りく いたや　いっしん ささき　こう やまがみ　けんと いまい　らいと ながたに　いぶき

菅原　　弥 龍方　響生 宮口　春輝 山田　理恭 板屋　壱信 佐々木　虹 山上　絢登 今井　徠斗 永谷　維吹

ＪＫＳ誠道館 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 寺田道場 ・札幌 岩内クラブ ・小樽 糸東会誠道館 ・釧路 志武館 ・釧路 ユヤーズ ・札幌 ＪＫＳ志濤館 ・苫小牧 和道会札幌西 ・札幌

やまぐち　たくみ わたなべ　なおえ わたなべ　しょうま おおむら　しょうせい いけだ　しゅん いいじま　たいよう ほしば　ゆうき なぎ　ゆうしん よしだ　そら かさい　はると

山口　拓海 渡部　直衛 渡邊　勝真 大村　祥聖 池田　隼 飯島　太陽 干場　悠葵 梛　優心 吉田　蒼空 笠井　晴斗

太気会 ・千歳 ユヤーズ ・札幌 清澄館 ・釧路 明武会 ・釧路 修道館 ・札幌 寺田道場 ・札幌 真統館北見 ・網走 濤学館 ・札幌 泊親会秀聖塾 ・苫小牧 志聖舘 ・札幌

むらかみ　　たいと みちした　えいた おりかわ　じんいちろう かわい　はるき のなか　ひろまさ たかはた　りょうた かとうたいき いいだ　てる みやした　ももた おおおか　いくま

村上　泰都 道下　瑛太 折川　仁一朗 河合　晴紀 野中　啓成 高畑　諒大 加藤　大葵 飯田　輝 宮下　桃太 大岡　生磨

魁星舘 ・旭川 寺田道場 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 濤豊館 ・旭川 濤豊館千歳 ・千歳 魁星舘 ・旭川 小松道場 ・小樽 ユヤーズ ・札幌 誠章館静内 ・苫小牧 寺田道場 ・札幌

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７

第38回北海道少年少女空手道錬成大会

平成30年5月19日（土）～20日（日）

苫小牧市総合体育館

第５位 敢闘賞

小学1年生の部

６年生女子　形　　 　　　山口　寧々(濤学館・札幌)　　　対　　橋田　芽依(世界連盟千歳 ・千歳)　　　　　　☆ スーパーチャンピオン　山口　寧々(濤学館・札幌)

３年生女子　組手　　　　嵯峨　佳依(ユヤーズ・札幌)　　対　　遠山　芽依(太気会 ・千歳)　　　 　　　 　　　☆ スーパーチャンピオン　嵯峨　佳依(ユヤーズ・札幌)

４年生女子　組手　　　　村中　優里(札幌月寒道場・札幌)　対　太田　　花(明空義塾札幌 ・札幌)　　　　　☆ スーパーチャンピオン　太田　　花(明空義塾札幌 ・札幌)

小学２年生の部

小学３年生の部

小学４年生の部

小学５年生の部

小学６年生の部



№２
　 　 　

【女子・個人形】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

しなだ　まこと さかもと　ひなた ささき　なつみ やすたに　さら きしだ　みさき たにかわ　こはる たかの　りん のなか　まな たに　あかり いけじり　しお

品田　真琴 坂本　陽向 佐々木　菜摘 保谷　彩空 岸田　美咲 谷川　こはる 髙野　凛 野中　愛菜 谷　明花莉 池尻　詩生

濤学館 ・札幌 北空館 ・札幌 寺田道場 ・札幌 濤学館 ・札幌 藤島道場 ・室蘭 浦幌町空手道 ・十勝 勧仁塾道場 ・小樽 修道館 ・札幌 修道館 ・札幌 修道館 ・札幌

たけだ　ねね にしおか　なち てらだ　りん いいじま　ひより うえすぎ　いちか むらかみ　あさひ たかはし　さら やまだ　さちか

武田　寧々 西岡　夏智 寺田　凛 飯島　陽愛 上杉　伊知香 村上　あさひ 髙橋　沙羅 山田　幸佳

濤学館 ・札幌 ＪＫＳ真統館 ・十勝 寺田道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 ＪＫＳ誠道館 ・札幌 一志会 ・釧路 明武会 ・釧路 世界連盟千歳 ・千歳

はせがわ　りり ひらすが　さあや こばやし　みひろ さが　かえ ふじわら　いつき だて　あやか よこかわ　ふうか こばやし　あやの さかい　ゆあ

長谷川　凛々 平須賀　咲綾 小林　みひろ 嵯峨　佳依 藤原　樹 伊達　綾香 横川　ふうか 小林　彩乃 酒井　結愛

ユヤーズ ・札幌 修道館 ・札幌 ＪＫＳ真統館 ・十勝 ユヤーズ ・札幌 常明館 ・旭川 濤学館 ・札幌 修道館 ・札幌 修道館 ・札幌 常明館 ・旭川

ふじわら　のぞみ あきばやし　ゆうか ほんま　りりか もとい　たから よしだ　ここみ あらき　ことね たにさか　わおん おおの　ちひろ かまだ　こくあ

藤原　希美 秋林　優花 本間　梨々花 本居　多華来 吉田　瑚々実 荒木　紀音 谷坂　和音 大野　知央 鎌田　國亜

寺田道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 平澤道場 ・札幌 勧仁塾道場 ・小樽 平澤道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 木村道場 ・空知 修道館 ・札幌

はやかわ　りっか すがわら　ねねか たなか　りこ なかむら　あお きりゅう　らいな いがらし　みう はせべ　さくら みた　こころ とがし　ももな ますた　さとみ

早川　六花 菅原　寧華 田中　理子 中村　逢央 桐生　愛和 五十嵐　美羽 長谷部　さくら 見田　心 富樫　萌々菜 升田　さとみ

ＪＫＳ真統館 ・十勝 清澄館 ・釧路 木村道場 ・空知 修道館 ・札幌 濤学館 ・札幌 明武会 ・釧路 寺田道場 ・札幌 明武会 ・釧路 松濤会 ・札幌 テーオー塾 ・函館

はしだ　めい ほそかわ　あいみ むらまつ　はな かまだ　みゆう つゆき　りおん こんの　ゆめ おかだ　こころ うたがわ　かいり だて　まなみ

橋田　芽依 細川　愛実 村松　花奈 鎌田　海憂 露木　梨音 紺野　夢姫 岡田　こころ 宇田川　翔琉 伊達　真奈美

世界連盟千歳 ・千歳 ＪＫＳ真統館 ・十勝 ユヤーズ ・札幌 修道館 ・札幌 誠章館 ・苫小牧 一志会 ・釧路 明空義塾札幌 ・札幌 修道館 ・札幌 濤学館 ・札幌

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７

第38回北海道少年少女空手道錬成大会

平成30年5月19日（土）～20日（日）

苫小牧市総合体育館

第５位 敢闘賞

小学1年生の部

小学２年生の部

小学３年生の部

小学４年生の部

小学５年生の部

小学６年生の部



№３
　 　 　

【男子・個人組手】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

おがわ　こうき なかまち　ゆいと いがらし　ゆうと ながとも　じゅん なりた　ゆうすけ ささはら　かいと はるき　ゆうと たかはし　ゆづき たかはし　かなた ほそい　あつし

小川　航輝 中町　侑愛 五十嵐　悠仁 長友　純 成田　悠祐 笹原　海翔 春木　祐人 高橋　佑月 髙橋　奏多 細井　睦

北海道北星館 ・函館 明武会 ・釧路 明空義塾札幌 ・札幌 柏悠会 ・網走 成空会川沿 ・苫小牧 明武会 ・釧路 修道館 ・札幌 藤島道場 ・室蘭 成空会川沿 ・苫小牧 王子製紙 ・苫小牧

やまぐち　ひろき のしろ　だいき もりやま　まなと くまがい　りゅうき おおたぐち　ゆいと たかの　しょうき さいとう　あやと とがし　こうせい きくち　えいた

山口　寛騎 野代　大貴 森山　愛斗 熊谷　琉希 太田口　結人 高野　翔暉 齊藤　史翔 富樫　功晴 菊池　瑛太

太気会 ・千歳 明空義塾札幌 ・札幌 濤豊館 ・旭川 修道館 ・札幌 明空義塾札幌 ・札幌 藤島道場 ・室蘭 修道館 ・札幌 松涛会 ・札幌 誠和会 ・旭川

たまい　れいじ つじ　はやと きしだ　ゆうと やすたに　やいと おおたき　ひろと つぼた　てるは いけがみ　ごう こむろ　しゅうた おおまき　ゆうたろう

玉井　励治 辻　隼人 岸田　悠秀 保谷　陽一音 大瀧　寛人 坪田　輝覇 池上　豪 小室　柊太 大巻　佑太朗

太気会 ・千歳 ＪＫＳ誠道館 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 濤学館 ・札幌 修道館 ・札幌 明空義塾札幌 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 拳誠塾 ・小樽 ユヤーズ ・札幌

みやぐち　あつき たなか　りゅうげん いいじま　ふうと きくち　おうすけ かわむら　こうせい なかがわ　しょうや やまだ　りく やまの　こうし なんば　たいし

宮口　春輝 田中　隆元 飯島　楓斗 菊池　煌介 川村　光世 中川　翔矢 山田　理恭 山野　航志 難波　大史

寺田道場 ・札幌 佛心塾 ・札幌 明空義塾札幌 ・札幌 誠和会 ・旭川 寺田道場 ・札幌 志武館 ・釧路 岩内クラブ ・小樽 一志会 ・釧路 札幌月寒道場 ・札幌

さかもと　しげまさ ふじもと　はやた きたやま　はやと わたなべ　なおえ ふじい　あたる まえだ　けんせい たけだ　あれん いけはた　すばる たに　さつき

坂本　樹優 藤本　捷汰 北山　颯人 渡部　直衛 藤井　有多琉 前田　健成 竹田　亜蓮 池端　昴 谷　颯記

太気会 ・千歳 寺田道場 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 ユヤーズ ・札幌 木村道場 ・空知 岩内クラブ ・小樽 明武会 ・釧路 志武館 ・釧路 修道館 ・札幌

かとう　たいき たなべ　こう ながぬま　とわ おおたき　けいと きしもと　たいせい むらかみ　たいと ばんどう　たいぞう くらしま　はると

加藤　大葵 田辺　功 長沼　冬和 大瀧　慶人 岸本　大誠 村上　泰都 板東　治蔵 倉島　大翔

小松道場 ・小樽 佛心塾 ・札幌 札幌斉藤道場 ・札幌 修道館 ・札幌 教研 ・室蘭 魁星舘 ・旭川 寺田道場 ・札幌 一志会 ・釧路

　

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７

第38回北海道少年少女空手道錬成大会

平成30年5月19日（土）～20日（日）

苫小牧市総合体育館

第５位 敢闘賞

小学1年生の部

小学２年生の部

小学３年生の部

小学４年生の部

小学５年生の部

小学６年生の部



№４
　 　 　

【女子・個人組手】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

とおやま　のあ しなだ　まこと たかの　りん やすたに　さら おだ　こはる おぎし　りや よしだ　あやせ いけじり　しお たにかわ　こはる

遠山　乃碧　 品田　真琴 髙野　凛 保谷　彩空 小田　心遥 尾岸　莉弥 吉田　絢星 池尻　詩生 谷川　こはる

太気会 ・千歳 濤学館 ・札幌 勧仁塾道場 ・小樽 濤学館 ・札幌 太気会 ・千歳 明空義塾札幌 ・札幌 コナミ白石 ・札幌 修道館 ・札幌 修道館 ・札幌

もぎ　こはる てらだ　りん いいじま　ひより たけだ　ねね さいとう　こはる みずしな　ひな むらかみ　あさひ にしおか　なち なぎ　あいり いまむら　ゆな

茂木　心春 寺田　凛 飯島　陽愛 武田　寧々 齋藤　心晴 水品　陽菜 村上　あさひ 西岡　夏智 梛　愛莉 今村　優那

太気会 ・千歳 寺田道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 濤学館 ・札幌 北海道北星館 ・函館 小松道場 ・小樽 一志会 ・釧路 ＪＫＳ真統館 ・十勝 濤学館 ・札幌 ＪＫＳ誠道館 ・札幌

とおやま　めい こばやし　みひろ はせがわ　りり ふくやま　こひな たなか　ももこ ねもと　まお いいだ　はな こばやし　あやの さわだ　こうさ

遠山　芽依 小林　みひろ 長谷川　凛々 福山　小日菜 田中　桃子 根本　真緒 飯田　花 小林　彩乃 澤田　光紗

太気会 ・千歳 ＪＫＳ真統館 ・十勝 ユヤーズ ・札幌 北海道北星館 ・函館 札幌月寒道場 ・札幌 明空義塾札幌 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 修道館 ・札幌 ユヤーズ ・札幌

おおた　はな みうら　ゆいな ふじわら　のぞみ くぼ　りおん ほんま　りりか あきばやし　ゆうか まつだ　かんな かまだ　こくあ

太田　花 三浦　由愛 藤原　希美 久保　璃桜 本間　梨々花 秋林　優花 松田　栞奈 鎌田　國亜

明空義塾札幌 ・札幌 佛心塾 ・札幌 寺田道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 寺田道場 ・札幌 北海道北星館 ・函館 修道館 ・札幌

きりゅう　らいな とおやま　かの あらき　かりん よこやま　ゆずほ いがらし　ことは さいとう　ゆめか かさい　みゆう みた　こころ さいとう　ひとえ

桐生　愛和 遠山　歌乃 荒木　果凜 横山　ゆずほ 五十嵐　心羽 齋藤　夢華 笠井　心結 見田　心 齋藤　仁恵

濤学館 ・札幌 太気会 ・千歳 明空義塾札幌 ・札幌 北海道北星館 ・函館 明空義塾札幌 ・札幌 明空義塾札幌 ・札幌 ユヤーズ ・札幌 明武会 ・釧路 北海道北星館 ・函館

きたもと　こはる こばやし　あや やまぐち　ねね しまむら　かやね かさい　あつき よこかわ　ゆずか つゆき　りおん さとう　まみ

北本　小晴 小林　絢 山口　寧々 島村　萱祢 葛西　亜月 横川　ゆずか 露木　梨音 佐藤　真実

明空義塾札幌 ・札幌 明空義塾札幌 ・札幌 濤学館 ・札幌 北海道北星館 ・函館 養心館 ・札幌 修道館 ・札幌 誠章館 ・苫小牧 勧仁塾道場 ・札幌

　

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　０１１－８２０－１６２７

第38回北海道少年少女空手道錬成大会

平成30年5月19日（土）～20日（日）

苫小牧市総合体育館

第５位 敢闘賞

小学1年生の部

小学２年生の部

小学３年生の部

小学４年生の部

小学５年生の部

小学６年生の部


