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カテゴリー 優勝 準優勝 三位 三位
土田 陽太

葵塾
髙橋 桜文

葵塾
福田 新
桜琳塾

小嶋 海澄
谷岡道場
小野 孔志 有本 創哉 西田 咲弥 渡邊 丈翔

雅 真結氣 葵塾 極限館
西村 美波 毛利 月

七海会 極限館
浜野 太輔

真結氣
小岩井 咲我 松田 久優雅

桜琳塾 白蓮会館奈良学園前
谷津 綾夏 清河 里保

水滸會丈夫塾 水滸會丈夫塾
八嶋　駿吏 倉光 悠成 梅村 榮心 丸田 恭輔

雅龍拳誠會館 水滸會無限塾 水滸會丈夫塾 水滸會丈夫塾
毛利 圭登 森田　丈三郎

水滸會丈夫塾 雅龍拳誠會館
小岩井 咲音

桜琳塾
坂井 望桜

極限館
綾部 勇成 長山 拳悟 益田 空 三木 翔聖

正伝流中村道場 正樹道場 至道会館 至道会館
長岡 龍信 毛利 有登 豊島 俊太朗 関 幸広
拳心会館 水滸會丈夫塾 総極真高橋道場札幌 雅
石川 蓮己 橋本 湊

修武會 総極真高橋道場札幌
熊谷 凜
光誠会

竹内 虎和 山田 恋登 松橋 煌駕 山下 偉央利
自然拳法 金森道場 水滸會丈夫塾 極限館
清河 太雅 髙場 瑛仁 児玉 絢翔 新井　証世

水滸會丈夫塾 ＨＫＣ羽幌道場 水滸會無限塾札幌 水滸會丈夫塾
阿部 りな
修武會

加藤 美陽
葵塾

小嶋 隼飛 小林 祐太 矢口 瑛斗 倉光 慶太朗
谷岡道場 誠真会館秋津道場 大鹿道場 水滸會無限塾
大渕 航聖 寺内 蒼弥 長山　翔悟 小岩井 咲空

水滸會丈夫塾 極限館 正樹道場 桜琳塾
大友 悠聖 安樂 瑛太

葵塾 真結氣
上野 来実

真結氣
平原 輝
遂心塾

能登谷 祐真 奈須川 漣 畠中 悠翔 田中 大地
真結氣 水滸會無限塾札幌 桜塾 大鹿道場

小野寺 龍亮 今 総一郎 堀口 蒼太 前田 礼生
水滸會無限塾札幌 水滸會丈夫塾 極限館 葵塾

松川 一護 安樂 翔真
闘心會 真結氣

畑中　桔子
水滸會丈夫塾

水野 優月 鳴海 愛真
水滸會無限塾 極限館

佐藤 夢玲 葛西 愛音
雅 雅

上野 奏貴 松橋　大空 織田 利陽登 蠣崎 莉匡
真結氣 水滸會丈夫塾 水滸會丈夫塾 水滸會無限塾
郷 航生 工藤 将星

水滸會丈夫塾 真結氣
三木 翔斗 木村 岳斗
至道会館 水滸會無限塾札幌

森田　香真紀
水滸會丈夫塾
森田 向日葵

葵塾
小川 遼佳

北心会

カテゴリー 優勝 準優勝 三位 三位
高倉 渉 広瀬 朔也

武心剛術会 石原道場
岩城　仁 野村 琉眞

葵塾 水滸會丈夫塾
大森　陽菜璃 渡邊 凜
水滸會丈夫塾 石原道場

紺野 寛太 清水 梧生 大塚 楓磨 品川　陽飛
水滸會無限塾 修武會 水滸會丈夫塾 極真会館北海道本部
長内 陽生大 板橋 勇翔 森田 倫太郎 渡邊 宏斗

真結氣 水滸會丈夫塾 新極真会手塚道場 新極真会手塚道場
糸尾　利玖 堀　桜太朗

水滸會丈夫塾 極真会館北海道本部
岩村 実乃里 中田 理菜

修武會 修武會
髙橋 蓮斗 宮本 柊也

修武會 葵塾
砂山 羽久 中平 承太郎
石原道場 新極真会手塚道場
渡邊 宏太 髙橋　諒太郎

新極真会手塚道場 雅龍拳誠會館
山下 虹光吉 中平 銀策

真結氣 新極真会手塚道場
伊藤 慧都

極限館
馬場 友基 横山 空音

総極真高橋道場札幌 葵塾
佐藤　良樹
武心剛術会

高校男子70㎏以上 選抜

中学1年男子42kg未満 選抜

中学1年男子52kg未満 選抜

中学1年男子52kg以上 選抜

中学2～3年男子57kg未満 選抜

中学2～3年男子57kg以上 選抜

中学1年女子43kg未満 選抜

Full-Contact Challenge Hokkaido 2022　大会結果

幼児男女混合初級

幼児女子 選抜

小学1年男子初級

小学1～2年女子初級

幼児男子 選抜

選　抜　ク　ラ　ス

小学3年女子 選抜

小学6年男子40kg未満 選抜

小学6年男子40kg以上 選抜

小学6年女子40kg未満 選抜

小学6年女子40kg以上 選抜

中学1年女子43kg以上 選抜

中学2～3年女子50kg未満 選抜

中学2～3年女子43kg未満 選抜

中学2～3年男子47kg未満 選抜

小学4年男子30kg未満 選抜

小学4年男子30kg以上 選抜

小学4年女子30kg未満 選抜

小学4年女子30kg以上 選抜

小学3年男子初級

初　・　中　級　ク　ラ　ス

小学5年男子35kg未満 選抜

小学5年男子35kg以上 選抜

小学5年女子35kg未満 選抜

小学5年女子35kg以上 選抜

高校男子60㎏未満 選抜

高校男子70㎏未満 選抜

高校女子55㎏以上 選抜

高校女子55㎏未満 選抜

高校女子48㎏未満 選抜

中学2～3年女子50kg以上 選抜

小学3年男子27kg未満 選抜

小学3年男子27kg以上 選抜

小学1年男子 選抜

小学1年女子 選抜

小学2年男子 選抜

小学2年女子 選抜

中学男子初級50kg未満

小学2年男子初級

小学4年男子中級

小学4年男子初級

小学3年男子中級

小学3～4年女子初級

小学5～6年女子初級

小学6年男子初中級

小学5年男子初級

小学5年男子中級


