
中学2～3年女子
50kg未満

【6名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

【　フルコンタクトカラテ　】

藤井 彩心
朝日中学校

159.0cm 49.0kg 159.0cm 44.0kg

水滸會丈夫塾 さいとう　りりか ふじい　あやみ 拳友会中山道場
札幌市立八条中学校

齋藤 莉々花 1 4

水滸會丈夫塾
藻岩中学校

小笠原 未柚 2 5 細尾 仁瑚
手稲東中学校

160.0cm

M2極真会館北海道本部 おがさわら　みゆう
M1 決勝戦 ほそお　にこ

49.5kg M7 M4 151.5cm 42.0kg

M3水滸會丈夫塾 えちご　りん もりた　ひまわり 葵塾

中学2～3年女子
50kg以上

【3名】

7 川村 実里 8 佐藤 咲姫

森田 向日葵
帯広市立第八中学校

152.0cm 49.5kg 155.0cm 47.5kg
石狩市立花川北中学校

越後 凜 3 6

【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

かわむら　みさと さとう　さき わたなべ　こはる

M6

3位決定戦

9 渡辺 小春

武心剛術会 かわむら　みさと
7 VS 8 7 VS 9函館市立巴中学校

川村 実里 7162.0cm 53.0kg M5 M8

9北星女子中学校 佐藤 咲姫 8156.8cm 54.0kg M12

清心会 さとう　さき
8 VS

68.0kg

武奨館吉村道場 わたなべ　こはる
金沢市立鳴和中学校

渡辺 小春 9155.0cm

20 松本 涼太郎 湖南私立甲西中学校
153.0cm 47.0kg

極真会館北海道支部 くぼ　まくう 155.5cm 45.5kg
札幌市立光陽中学校 久保 眞空 16 M18154.0cm 44.0kg 決勝戦 いわさき　にじのすけ 極真会館北海道本部

M26 19 岩﨑 虹之介 藻岩中学校
礼心會 みかしま　げん M33 M27 156.0cm

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

ふじわら　だいき 清武館

18 藤原 大樹 美唄市立美唄中学校

47.0kg
浦安市立堀江中学校 三ヶ島 源 17149.0cm 42.0kg まつもと　りょうたろう 桜塾

M31

3位決定戦

なかむら　りょうすけ 桜塾

中学2～3年男子
47kg未満

【5名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

中村 亮介 秦荘中学校
140.0cm 38.0kg 150.0cm 38.0kg
湖南市立甲西中学校 松本 晃太郎 12 15

水滸會無限塾札幌
函館市立亀田中学校 蠣崎 莉匡 11 14 本間 璃玖 小樽市立朝里中学校
143.0cm

M17水滸會無限塾 かきざき　りお
M24 決勝戦 ほんま　りく

39.0kg M32 M25 148.0cm 38.5kg

M16
桜塾 まつもと　こうたろう

中学1年男子
42kg未満

【6名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

上野 奏貴 恵庭市立柏陽中学校
138.0cm 38.0kg 150.0cm 38.0kg

士衛塾石川 わたなべ　りゅうき うえの　かなた 真結氣
金沢市立鳴和中学校 渡辺 龍輝 10 13



中学2～3年男子
57kg以上

【3名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

おおたく　ばんり きむら　やまと ごう　こうき

35 VS

35 大宅 万里 36 木村 岳斗 37 郷 航生

35 VS 3736

37小樽市立長橋中学校 木村 岳斗 36170.0cm 63.5kg M35

M30

水滸會無限塾札幌 きむら　やまと
36 VS

大宅 万里 35170.0cm 79.0kg M23

北心会 おおたく　ばんり

58.0kg

高校女子
48kg未満

【3名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

水滸會丈夫塾 ごう　こうき
平岡緑中学校 郷 航生 37169.0cm

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯグローブ　すね：ＪＫＪＯ　ひざ：ＪＫＪＯ　金的：○　胸：〇

もりた　あおぞら わだ　せりな さかい　るか

38 森田 青空 39 和田 靜里奈 40 酒井 琉翔

38 VS 40北海道芽室高校 森田 青空 38148.0cm 47.0kg M36

葵塾 もりた　あおぞら
38 VS 39

40箕面学園高校 和田 靜里奈 39157.0cm 48.0kg M48

M39

飛心会 わだ　せりな
39 VS

47.0kg

桜塾 さかい　るか
京都府立洛東高校 酒井 琉翔 40157.0cm

155.0cm 55.0kg 164.0cm 53.0kg

いわなが　しょうすけ 桜塾
京都市立洛西中学校

中山 星音 27 34 岩永 勝亮
養老町立高田中学校

水野 隼 函館市立青柳中学校
162.0cm 55.0kg M22 167.0cm 54.0kg

M11
桜塾 なかやま　せいと

恵庭市立恵庭中学校 工藤 将星 26 33

M10
極真会館諸澤道場 じん　かいと おだ　りひと 水滸會丈夫塾

M20 M15真結氣 くどう　しょうせい みずの　しゅん 水滸會無限塾

織田 利陽登
手稲東中学校

165.0cm 56.0kg 162.0cm 53.0kg
札苗北中学校

神 海斗 25 32

あぐい　れい 飛心会
札幌市立西野中学校

松橋 大空 24 M34 31 安居 怜生

決勝戦 M14
水滸會丈夫塾 まつはし　たく

M28 M29 豊中市立第十四中学校
156.0cm 53.0kg 174.0cm 56.9kg

遠藤 大樹
羽幌町立羽幌中学校

164.0cm 55.0kg 170.0cm 56.0kg
登別明日中等教育学校

佐藤 吏 23 30
ＨＫＣ羽幌道場

29 福田 技人 砂川市立砂川中学校
157.0cm 52.0kg 165.0cm 50.0kg

手稲中学校 高橋 昊大 22

M9 M21修武會 さとう　つかさ えんどう たいじゅ

北見市小泉中学校

28 野嶋 琉生
浜松市立北部中学校

160.0cm 52.0kg 158.0cm 51.0kg

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

飛心会 なかむら　かいき のじま　るい 新誠會
豊中市立第三中学校

中村 海輝 21

M13
水滸會丈夫塾 たかはし　こうだい

M19
ふくだ　あやと 水滸會丈夫塾

【　フルコンタクトカラテ　】

中学2～3年男子
57kg未満

【14名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）



ＨＫＣ羽幌道場水滸會丈夫塾 いけうち　しゅうへい たかはし　りゅうこう

53 高橋 竜昂
羽幌高校

172.0cm 68.0kg 決勝戦 171.0cm 66.0kg

M44 M45

池内 柊平 51

究道会館北海道支部 よしだ　ゆうひ M52 かなもり　ゆうせい 金森道場
北海学園札幌高校 吉田 唯陽 52 54 金森 悠成 大阪体育大学浪商高校

166.0cm 69.4kg 177.0cm 68.0kg

拳友会中山道場 はしもと　はるき みかみ　こうた 水滸會丈夫塾
東洋大学付属牛久高校 橋本 悠紀 55 57 三神 孝太 札幌工業高校
170.0cm 88.0kg 決勝戦 165.0cm 77.0kg

M46 M47水滸會丈夫塾 えちご　りお M53 かわい　とうご 修武會

M53試合終了後昼食休憩

眞流会舘ＧＡＭ道場 とみしま　だいき おかだ　かずき 谷岡道場

石狩翔陽高校 越後 麗央 56 58 河合 透吾 札幌市立啓北商業高校
169.0cm 90.0kg 177.0cm 90.0kg

一般男子初級
軽量級
70kg未満

【4名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

ヘッド：JKJO　拳：ナックルグローブ　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

183.0cm 70.0kg 166.0cm 62.0kg62 名取 大気 札幌大谷高校

札幌光星高校 冨嶋 大暉 59 61 岡田 一希 石狩市
178.0cm 69.0kg 決勝戦 176.0cm 65.0kg

M55 M56北海道医療大学 よしだ　ちまろ M82 なとり　たいき 極真会館北海道本部
石狩郡 吉田 地麻呂 60

すずき　かいと 極真会館北海道本部

M50

3位決定戦

鈴木 快都
北海学園札幌高校

173.0cm 59.0kg 170.0cm 59.9kg
恵庭北高校

上野 空大 47 50

極真会館北海道本部
北海学園札幌高校 高橋 彗 46 49 岩﨑 青空 東海大学付属札幌高校

165.0cm

M38水滸會丈夫塾 たかはし　はく
M42 決勝戦 いわさき　あおぞら

59.9kg M51 M43 170.0cm 56.0kg

M37
真結氣 うえの　くうと

西島 恭平
室蘭東翔高校

154.0cm 55.0kg 159.0cm 56.0kg

極真会館北海道本部 せきぐち　こうすけ にしじま　きょうへい 修武會
北海道立南陵高校

関口 幸佑 45 48

三ヶ島 玲奈 42

高校男子
60kg未満

【6名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯグローブ　すね：ＪＫＪＯ　ひざ：ＪＫＪＯ　金的：○　胸：×

44 寺崎 裕遊 金澤公立伏見高校
167.0cm 52.0kg 159.0cm 49.0kg

わたなべ　しおり たかはし　あつみ 清心会
札幌東豊高校

渡邉 栞 41 43 高橋 淳美
白石高校

155.0cm 53.0kg 決勝戦 159.0cm 50.0kg

M40 M41
無限勇進会 みかしま　れな M49 てらさき　ゆんゆ 士衛塾石川

千葉学芸高校

【　フルコンタクトカラテ　】

高校女子
55kg未満

【4名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

札幌西陵高校

高校男子
70kg以上

【4名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯグローブ　すね：ＪＫＪＯ　ひざ：ＪＫＪＯ　金的：○　胸：×

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

高校男子
70kg未満

【4名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯグローブ　すね：ＪＫＪＯ　ひざ：ＪＫＪＯ　金的：○　胸：×

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯグローブ　すね：ＪＫＪＯ　ひざ：ＪＫＪＯ　金的：○　胸：〇

水滸會丈夫塾



武奨館吉村道場 わたなべ　こはる

一般女子
無差別

【3名】

金沢市立鳴和中学校

【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

ヘッド：×　拳：×　すね：〇　ひざ：任意　金的：○　胸：〇

わたなべ　こはる いしの　まこと たにおか　なほこ

73 VS 73 VS 7574

M66

73 渡辺 小春

75京都府京都市 石野 まこと 74157.0cm 53.0kg M87

M77

桜塾 いしの　まこと
74 VS

渡辺 小春 73155.0cm 68.0kg

64.0kg

谷岡道場 たにおか　なほこ
石狩市 谷岡 菜穂子 75166.0cm

京都府京都市 石野 まこと 68 M65157.0cm

148.0cm 47.0kg

49.0kg

決勝戦 もりた　あおぞら 葵塾

71 森田 青空
北海道芽室高校

53.0kg

M75水滸會丈夫塾 わたなべ　しおり

てらさき　ゆんゆ 士衛塾石川

70 寺崎 裕遊
金澤公立伏見高校

159.0cm桜塾 いしの　まこと

78.0kg
札幌市 髙瀨 涼 64175.0cm 78.0kg まるやま　じゅんせい

一般女子上級
軽量級
55kg未満

【5名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

ヘッド：JKJO　拳：×　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：〇

北海道医療大学

67 圓山 純誓
石狩郡

173.0cm 95.0kg

74 石野 まこと 75 谷岡 菜穂子

一般男子初級
重量級
70kg以上

【5名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

ヘッド：JKJO　拳：ナックルグローブ　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

のぐち　ゆうと 水滸會丈夫塾

水滸會丈夫塾 きくち　はるか 178.0cm 74.0kg
札幌市

菊地 悠 63 M54

札幌東豊高校 渡邉 栞155.0cm 53.0kg あかぎ　りなこ

【　フルコンタクトカラテ　】

65 野口 雄翔
英藍高校

173.0cm 73.0kg 決勝戦 まるやま　こうき 眞流会舘ＧＡＭ道場

M57 66 丸山 航己 札幌光星高校
強健流 たかせ　りょう

飛心会

M83 M58 170.0cm

72 赤木 莉杏子
大阪府豊中市

154.0cm 50.0kg

M84 M76
69



173.0cm 74.0kg
167.0cm 71.0kg

無限勇進会 おおば　けんご 97 石野 源太郎 京都府向日市
敬愛大学 大場 健吾 92

M74 177.0cm 71.0kg
173.0cm 76.0kg M72 いしの　げんたろう 桜塾

修武會 ひぐち　かずま 96 葛西 大我 札幌西陵高校
室蘭東翔高校

樋口 和真 91

坂本 雄紀 90 171.0cm 106.0kg
170.0cm 73.0kg M64

M63
かさい　たいが 水滸會丈夫塾

94 瀬戸 綸太郎
北海道教育大学

恵庭市
上野 滋也 89 決勝戦 171.0cm 80.0kg

180.0cm 85.0kg M80 M81
M86 さとう　ゆうま 雅

極真会館諸澤道場 さかもと　ゆうき 95 佐藤 悠槇 0
岩見沢市

いしばし　れいや 無限勇進会
真正会大澤道場 たかもと　しんご

M71 93 石橋 怜也 東海大学
沙流郡 髙元 慎吾 88 175.0cm 85.0kg

170.0cm 85.0kg M73
M62

せと　りんたろう 水滸會丈夫塾
真結氣 うえの　しげや

ヘッド：×　拳：×　すね：×　ひざ：×　金的：○　胸：×

水滸會丈夫塾 くろだ　てつ
札幌市 黒田 徹 87175.0cm 73.0kg

【　フルコンタクトカラテ　】

一般男子上級
無差別

【11名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

水滸會丈夫塾 さくま　たけはる 86 山﨑 亮輝
札幌稲雲高校

東海大学 佐久間 健全 81 172.0cm 64.0kg
166.0cm 61.0kg

177.0cm 65.0kg
157.0cm 55.0kg M68 やまざき　りょうき 水滸會丈夫塾

まつはし　そら 85 神田 翔二 斜里郡
札幌西陵高校

松橋 宙良 80 M70

79 170.0cm 69.0kg
164.0cm 65.0kg M61

M60
かんだ　しょうじ 北心会

水滸會丈夫塾

銘形 厳希
北海道小樽桜陽高校

札幌日本大学高校
桶川 敬人 78 決勝戦 173.0cm 67.0kg

172.0cm 67.0kg M78 M79
M85 さとう　ふみひろ 白蓮会館山形支部

拳友会中山道場 やまはた　りゅうと 84 佐藤 文寛 山形県山形市
つくば自動車学校

山畑 龍人

極真会館諸澤道場
九里学園空手部 あおき　あやと

M67 82 松下 竜馬
江別市

九里学園高校 青木 恵人 77 165.0cm 69.0kg
172.0cm 65.0kg M69

Ｍ59
めいがた　いずき 水滸會丈夫塾

水滸會丈夫塾 おけがわ　けいと 83

水滸會丈夫塾 さいとう　けいと
札幌市

齋藤 彗斗 76172.0cm 69.0kg
まつした　りょうま

一般男子上級
軽・中量級
70kg未満

【11名】 【Mｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦2分　延長2分　決勝戦のみ再延長2分）

ヘッド：×　拳：×　すね：×　ひざ：×　金的：○　胸：×



極真会館北海道支部 あずま　しきか もり　あおね 水滸會丈夫塾

小学5年女子
上級

35kg以上

【4名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

かみむら　あん A10 たかまつ　きほ 葵塾
札幌市立幌南小学校 上村 あん 107

森 葵音
手稲宮丘小学校

142.0cm 38.0kg 決勝戦 153.0cm 41.0kg

A6 A7葵塾

あいの里東小学校
東 紫香 106 108

髙松 希帆 明和小学校
135.0cm 25.0kg 143.0cm 35.0kg109

小学5年男子
上級

35kg未満

【10名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

桜塾 つじ　しどう いとう　かい 真誠塾
豊川市立平尾小学校 辻 獅童 110 115 伊藤 開 大成小学校
134.0cm 27.0kg 137.0cm 30.0kg

A11 A13
真結氣 かい　けんしょう たかはし　ほうせい ＨＫＣ羽幌道場

130.0cm 30.0kg 135.0cm 33.0kg
恵庭市立和光小学校 甲斐 健聖 111 116 高橋 鳳晴 羽幌町立羽幌小学校

32.7kg A19 130.0cm 27.5kg

眞流会舘ＧＡＭ道場 くぼ　りゅうのすけ 決勝戦 こんどう　なつき 白蓮会館山形支部
札幌市立緑丘小学校

A16 117 近藤 夏気 山形市立第七小学校
135.0cm 久保 隆之介 112 A15

113 118

A8 A9

森田 篤寛 札幌市立伏古小学校
136.0cm 31.5kg A12 A14 137.0cm 35.0kg

小樽市立山の手小学校 奈須川 漣
水滸會無限塾札幌 なすかわ　れん もりた　あつき 水滸會丈夫塾

白蓮会館湘南鎌倉 いしはら　しょう まさき　しおん 七州会
藤沢市立片瀬小学校 石原 翔 114 119 正木 翔夢 石ケ瀬小学校
140.0cm 30.0kg 133.0cm 29.0kg

一般女子
マスターズ

【2名】 【Aｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ナックルグローブ　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：〇

99 外山 みちよ
北斗市

154.5cm 58.0kg A1 155.0cm 58.0kg

水滸會丈夫塾 すぐろ　ひろこ 決勝戦 とやま　みちよ 水滸會無限塾
札幌市

勝呂 弘子 98

マスターズ
軽量級
70kg未満

【4名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

蠣崎 晴紀 函館市
168.0cm 69.0kg 決勝戦 170.0cm 65.0kg

A2 A3鈴木道場

函館市 石坂 浩一 100 102

（試合時間：本戦2分　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ナックルグローブ　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

水滸會無限塾 いしざか　ひろかず かきざき　はるき 水滸會無限塾

水滸會丈夫塾
帯広市

片山 雅光 101
かたやま　まさみつ A5 えちご　なおと

103 越後 直人
石狩市

175.0cm 62.0kg 174.0cm 69.5kg

【　フルコンタクトカラテ　】

105 山村 裕樹
七飯町

168.0cm 79.0kg A4 171.0cm 75.0kg

ヘッド：JKJO　拳：ナックルグローブ　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

清心会 さとう　つよし 決勝戦 やまむら　ひろき 水滸會無限塾
札幌市

佐藤 剛 104

マスターズ
重量級
70kg以上

【2名】 【Aｺｰﾄ】優勝



小学5年男子
上級

35kg以上

【8名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

【　フルコンタクトカラテ　】

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

武奨館吉村道場 うらやま　りゅうせい あべ　がい 七海会
志賀町立志賀小学校

浦山 竜精 120

A17 A20桜塾 よしい　るい よしなが　けんと 極真会館北海道支部

124 阿部 鎧彪
八戸市立白鷗小学校

153.0cm 45.5kg 148.0cm 51.0kg

吉永 健人
札幌市立円山小学校

144.0cm 43.0kg 決勝戦 140.0cm 38.0kg

A22 A23大志会

金田小学校
吉井 類 121 125

はりま　けんた A26 まえだ　れを 葵塾
函館市立柏野小学校

張磨 健太 122 126

A18 A21
拳友会中山道場 やまもと　そうしろう もとすぎ　いっさ 立志会

前田 礼生
音更町立木野東小学校

141.0cm 39.0kg 142.0cm 42.0kg

小学6年女子
上級

40kg未満

【4名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

本杉 一颯
富士松南小学校

150.0cm 48.0kg 145.0cm 47.0kg
あさひ小学校

山本 蒼士郎 123 127

飛心会 はた　まなほ じん　まゆ 極真会館諸澤道場
土室小学校

秦 愛穂 128 130 神 舞優
札苗北小学校

143.0cm 32.0kg 決勝戦 138.0cm 32.5kg

A24 A25鈴木道場

岩永 唯伽
養老町立養老小学校

143.0cm 38.0kg 151.0cm 36.0kg

すずき　れいら A27 いわなが　ゆいか 桜塾
鈴蘭小学校

鈴木 玲良 129 131

酒井 暖 かりがね小学校
136.0cm 31.0kg 143.0cm 33.0kg

葵塾 ふるかわ　りゅうしん さかい　はる 立志会
北栄小学校 古川 琉慎 142 148

鈴木 涼真 函館市立昭和小学校
141.0cm 37.0kg A37 A39 145.0cm 33.0kg

札苗緑小学校 能登谷 祐真 141 147

146

A32 A35
極真会館諸澤道場 のとや　ゆうま すずき　りょうま 水滸會無限塾

安樂 翔真 恵庭市立和光小学校
137.0cm 33.0kg 143.0cm 39.9kg

室本 悠志 新川小学校
135.0cm 33.0kg 決勝戦 133.0cm 33.0kg

A40 A41水滸會丈夫塾

新光小学校 久保 麻月 139 145

やまぐち　しゅうた A44 あんらく　しょうま 真結氣
宮の森小学校 山口 秀大 140

A31 A34極真会館北海道支部 くぼ　まづき むろもと　ゆうし 水滸會丈夫塾

144 髙橋 一聖 帯広市立大空小学校
143.0cm 35.0kg 140.0cm 33.0kg

極真会館北海道本部 くわうち　さとる
A36 A38

たかはし　いっせい 葵塾
岩見沢市立中央小学校 桒内 慧 138

143 小野寺 龍亮 札幌市立東白石小学校
140.0cm 29.0kg 147.0cm 37.0kg

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

桜塾 いとう　そら おのでら　りゅうすけ 水滸會無限塾札幌
杉山小学校 伊藤 壮良 137

小学6年男子
上級

40kg未満

【12名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

42.0kg たけなが　みお 桜塾

136 竹永 美渚
大垣市荒崎小学校

153.0cm 50.0kg

極真会館諸澤道場

A29 135 佐藤 乃庵
札苗北小学校

水滸會丈夫塾 うめむら　ここな A33 A30 153.0cm 44.0kg
東光小学校

梅村 心菜 133153.0cm

浦安市立南小学校 三ヶ島 小夏 132 A28152.0cm 43.0kg 決勝戦 さとう　のあ

みずの　ゆづき 水滸會無限塾

134 水野 優月 函館市立青柳小学校

小学6年女子
上級

40kg以上

【5名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

礼心會 みかしま　こなつ 158.0cm 43.0kg



函館市立戸倉中学校
160.0cm 45.0kg 決勝戦 157.0cm 48.0kg

真駒内曙中学校 佐藤 湊 156 160

小学6年男子
上級

40kg以上

【4名】 【Aｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

武心剛術会 A48 A50かわむら　たいち やまかわ　けいた 真誠塾

水滸會丈夫塾水滸會丈夫塾

161 小笠原 悠斗
滝川開西中学校

160.0cm 45.0kg 153.0cm 44.0kg

A51

水滸會丈夫塾 こん　そういちろう そめの　るきと 極真会館諸澤道場
南線小学校

今 総一郎 149 151 染野 流希斗
江別市立第二小学校

147.0cm 43.0kg 決勝戦 148.0cm 63.0kg

A42 A43真正会大澤道場

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

山内 竜徳
新田小学校

146.0cm 45.0kg 154.0cm 53.0kg

みと　ゆうだい A46 やまうち　りゅうとく 世界闘英館
元町小学校

水戸 悠大 150 152

【　フルコンタクトカラテ　】

154 鈴木 由理
下音更中学校

147.0cm 40.0kg A45 150.0cm 41.0kg

水滸會無限塾 しらい　かえで 決勝戦 すずき　ゆうり 鈴木道場
函館市立湯川中学校

白井 楓 153

中学1年女子
43kg未満

【2名】 【Aｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

164 遠藤 琥珀 羽幌町立羽幌中学校
150.0cm 55.0kg A53 167.0cm 64.0kg

葵塾 かみむら　こうせい 決勝戦 えんどう　こはく ＨＫＣ羽幌道場
札幌市立柏中学校 上村 幸生 163

中学1年男子
52kg以上

【2名】 【Aｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

山川 慧大 桑名市立光風中学校
157.0cm 51.0kg 148.0cm 41.0kg
函館市立巴中学校 川村 太一 158 162

さとう　ひなた A54 おがさわら　ゆうと
真駒内曙中学校

佐藤 光向 157

A52

渡部 尚紀

A47 A49さとう　みなと わたなべ　なおき

159 齊藤 太一
北辰中学校

159.0cm 45.0kg 154.0cm 47.0kg

水滸會無限塾水滸會丈夫塾

はやし　りょうが さいとう　たいち
岡崎市立額田中学校

林 諒芽 155

中学1年男子
52kg未満

【8名】 優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

水滸會丈夫塾桜塾

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

【Aｺｰﾄ】



27.0kg

桜塾 なかやま　せいら
京都市立境谷小学校 中山 星來 176122.0cm

176八戸市立鮫小学校 外川 よつば 175133.0cm 32.0kg B15

B11

七海会 そとかわ　よつば
175 VS

174 VS 176錦岡小学校 中村 日南 174123.0cm 23.0kg B7

修武會 なかむら　ひな
174 VS 175

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：×　金的：○　胸：×

なかむら　ひな そとかわ　よつば なかやま　せいら

174 中村 日南 175 外川 よつば 176 中山 星來

20.0kg

小学2年女子上級
【3名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

桜塾 なるみ　さくた
豊橋市立飯村小学校 鳴海 咲太 173116.0cm

173手稲東小学校
毛利 圭登 172125.0cm 29.0kg B10

B6

水滸會丈夫塾 もうり　けいと
172 VS

171 VS 173小樽市立桜小学校 岡田 碧音 171122.0cm 22.0kg B3

水滸會無限塾札幌 おかだ　あいと
171 VS 172

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：×　金的：○　胸：×

おかだ　あいと もうり　けいと なるみ　さくた

171 岡田 碧音 172 毛利 圭登 173 鳴海 咲太

小学1年男子上級
【3名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

170 近藤 佑香
山形市立第七小学校

125.0cm 30.8kg B5 111.0cm 20.0kg

白蓮会館北海道支部 たなか　まな 決勝戦 こんどう　ゆうか 白蓮会館山形支部
山の手小学校

田中 麻菜 169

168

小学1年女子上級
【2名】 【Bｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：×　金的：○　胸：×

本杉 一騎 富士松南保育園
112.0cm 19.0kg 110.0cm 20.0kg

海津市立海西小学校
鷲見 琉颯 165 167 和嶋 大誠

さくら幼稚園
112.0cm 21.0kg 決勝戦 114.0cm 21.0kg

B1 B2
極真会館札幌道場 かなやま　そら B4 もとすぎ　いっき 立志会

札幌幼稚園 金山 空 166

【　フルコンタクトカラテ　】

幼年男子上級

【4名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：×　金的：○　胸：×

桜塾 すみ　りゅうさ わじま　たいせい 水滸會無限塾札幌



B21 193 中関 礼人 米原市立米原小学校
桜塾 いとう　だいき

3位決定戦

124.0cm 25.0kg
杉山小学校 伊藤 大稀 190134.0cm 26.0kg B28

真結氣

B24 192 三上 虎太朗 恵庭市立柏小学校
極真会館諸澤道場 さかもと　るか B29 B25 123.0cm 25.0kg

岩見沢市立中央小学校 坂本 光叶 189125.0cm 23.0kg なかぜき　あやと 桜塾

西野第二小学校 松橋 煌駕 188 B23118.0cm 22.3kg 決勝戦 みかみ　こたろう

やまだ　れんと 金森道場

B20 191 山田 恋登 泉南市立鳴滝学校

桜塾 なるみ　そうた
豊橋市立飯村小学校 鳴海 颯太 187123.0cm 26.0kg

水滸會丈夫塾 まつはし　こうが 123.0cm 25.5kg

25.0kg

小学3年男子上級
27kg未満

【7名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

桜塾 まつもと　ひめ
湖南市立三雲小学校

松本 姫芽 186121.0cm

186中札内小学校 加藤 美陽 185132.3cm 29.5kg B22

B19

葵塾 かとう　みな
185 VS

184 VS 186浦安市立南小学校
三ヶ島 なな 184128.0cm 28.0kg B16

礼心會 みかしま　なな
184 VS 185

184 三ヶ島 なな 185 加藤 美陽 186 松本 姫芽

【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

みかしま　なな かとう　みな まつもと　ひめ

B17

3位決定戦

小学3年女子上級
【3名】

桜塾 すみ　るいと 123.0cm 25.0kg
海津市立海西小学校

鷲見 琉斗 180121.0cm 22.0kg

立志会

B9 183 酒井 陽向
かりがね小学校

22.0kg

B12 やまざき　らいき 修武會

B13 182 山崎 来粋 伊達小学校

B18

ながい　おうすけ 水滸會丈夫塾

B8 181 永井 旺佑
札幌市立新川小学校
122.0cm

130.0cm 29.0kg

B14 124.0cm 23.0kg

さかい　ひなた
明和小学校

髙松 伶丞 179

42.0kg 決勝戦
葵塾 たかまつ　りょうすけ

函館市立本通小学校 横山 大和 178139.0cm

武心剛術会 よこやま　やまと

137.5cm 30.5kg

水滸會丈夫塾 ながお　ともろう
山の手南小学校

長尾 友朗 177

【　フルコンタクトカラテ　】

小学2年男子上級

【7名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：×　金的：○　胸：×



34.0kg

桜塾 ひろしま　みりあ
京都市立神川小学校 廣嶋 美里愛 209139.0cm

209海津市立海西小学校 吉田 利々菜 208136.0cm 35.0kg B44

B41

桜塾 よしだ　りりな
208 VS

207 VS 209手稲宮丘小学校 森 未羽 207127.0cm 25.0kg B38

水滸會丈夫塾 もり　みはね
207 VS 208

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

もり　みはね よしだ　りりな ひろしま　みりあ

207 森 未羽 208 吉田 利々菜 209 廣嶋 美里愛

28.0kg

小学4年女子上級
30kg以上

【3名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

桜塾 まるもと　いおな
岐阜大教育学部付属小

丸本 依央奈 206138.0cm

206浜松市立萩丘小学校
野嶋 紗 205130.0cm 27.0kg B40

B37

新誠會 のじま　すず
205 VS

204 VS 206札幌市立東白石小学校 小野寺 朱雀奈 204136.0cm 27.0kg B34

水滸會無限塾札幌 おのでら　すざな
204 VS 205

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：〇

おのでら　すざな のじま　すず まるもと　いおな

204 小野寺 朱雀奈 205 野嶋 紗 206 丸本 依央奈

小学4年女子上級
30kg未満

【3名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

竹永 龍也
大垣市荒崎小学校

132.0cm 32.0kg 132.0cm 38.0kg

真正会大澤道場 やまだ　いつき たけなが　りゅうや 桜塾
東光小学校

山田 樹 198 203

松橋 弘之介
更別村立上更別小学校

140.0cm 47.0kg B31 B33 133.0cm 29.0kg
あさひ小学校

山本 琉士郎 197 202

B26 B27
拳友会中山道場 やまもと　りゅうじろう まつはし　こうのすけ 葵塾

B36 201 佐々木 龍之介
帯広市立栄小学校

134.0cm 31.0kg B39 140.0cm 40.0kg

桜塾 よしい　れん 決勝戦 ささき　りゅうのすけ 水滸會無限塾札幌
金田小学校

吉井 連 196 B35

大塚 昊牙 札幌市立東山小学校
126.0cm 27.0kg 134.0cm 36.0kg
恵庭市立柏小学校 工藤 泰史 195 200

B30 B32
真結氣 くどう　たいし おおつか　こうが 水滸會丈夫塾

199 合田 侑矢
伊達市東小学校

134.0cm 34.0kg 138.0cm 37.5kg

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

水滸會丈夫塾 きよかわ　たいが ごうだ　ゆきや 坂井塾
篠路小学校

清河 太雅 194

【　フルコンタクトカラテ　】

小学3年男子上級
27kg以上

【10名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）



233 佐藤 陽太 真駒内桜山小学校
121.0cm 23.0kg

水滸會丈夫塾

B61 232 室本 淳稀 新川小学校
極真会館北海道本部 いちはし　ゆうご B65 B62 118.0cm 23.0kg
札幌市立常盤小学校 市橋 由伍 230121.0cm 21.0kg さとう　ようた 極真会館北海道本部

美園小学校 大石 奏太 229 B60133.0cm 32.5kg 決勝戦 むろもと　あつき

はやかわ　れんじ 極真会館北海道本部

231 早川 蓮爾 北の沢小学校

B63

3位決定戦

小学低学年の部
初級

男女混合

【5名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

★決勝まで行いコート表彰★

水滸會丈夫塾 おおいし　かなた 135.0cm 35.0kg

にかいどう　たかお 剛毅舘

二階堂 尊夫 札幌市
177.0cm 65.0kg 172.0cm 70.0kg

斜里郡 神田 翔二 225 228

水滸會丈夫塾
札幌東陵高校 中村 洋斗 224 227 高橋 彗 北海学園札幌高校

168.0cm

B57剛毅舘 なかむら　ひろと
B58 決勝戦 たかはし　はく

90.0kg B64 B59 165.0cm 59.9kg

B56
北心会 かんだ　しょうじ

名取 大気 札幌大谷高校
154.0cm 55.0kg 166.0cm 62.0kg

極真会館北海道本部 せきぐち　こうすけ なとり　たいき 極真会館北海道本部
北海道立南陵高校 関口 幸佑 223 226

高校・一般の部
男女混合

【6名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

★決勝まで行いコート表彰★

B54

3位決定戦

B55試合終了後昼食休憩

【　型　】

にしさか　ゆうし 水滸會丈夫塾

西坂 湧志 花川南小学校
135.0cm 34.0kg 135.0cm 33.0kg

伏古小学校 大渕 航聖 219 222

水滸會丈夫塾
手稲山口小学校

村上 敬都 218 221 三神 颯太
川北小学校

146.0cm

B49極真会館北海道本部 むらかみ　けいと
B50 決勝戦 みかみ　そうた

43.8kg B55 B51 142.5cm 55.0kg

B48水滸會丈夫塾 おおぶち　こうせい

【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×

大友 悠聖 更別小学校
138.0cm 30.0kg 141.0cm 48.0kg

水滸會無限塾札幌 こじま　はやと おおとも　ゆうせい 葵塾
小樽市立桜小学校 小嶋 隼飛 217 220

中札内小学校
加藤 颯 213128.0cm 24.0kg B52

3位決定戦

小学4年男子上級
30kg以上

【6名】

B43 216 田中 智士
那加第一小学校

葵塾 かとう　はやと 123.0cm 25.5kg

水滸會無限塾

B46 215 倉光 慶太朗 函館市立青柳小学校
真結氣 たかやま　たいき B53 B47 134.0cm 28.0kg

若草小学校
髙山 大輝 212127.0cm 28.7kg たなか　さとし 桜塾

恵庭市立和光小学校 安樂 瑛太 211 B45138.0cm 29.9kg 決勝戦 くらみつ　けいたろう

つちだ　ひょうま 極真会館北海道支部

B42 214 土田 彪眞
篠路小学校

水滸會丈夫塾 ながい　しゆう
札幌市立新川小学校

永井 詩悠 210137.0cm 29.5kg

真結氣 あんらく　えいた 133.0cm 27.0kg

【　フルコンタクトカラテ　】

小学4年男子上級
30kg未満

【7名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：ＪＫＪＯ　すね：JKJO　ひざ：JKJO　金的：○　胸：×



赤井川中学校

極真会館北海道本部

137.0cm 35.0kg

水滸會丈夫塾
北白石中学校

かみむら　こうせい 葵塾

中学生有級の部
男女混合

【9名】

剛毅舘 あうち　れん B91 156.0cm 47.0kg
あやめ野中学校

B86 B87 257 岩﨑 虹之介 藻岩中学校

眞流会舘ＧＡＭ道場

札幌市立美香保中学校

勇仁会

259 前川 愛羽 米里中学校
154.0cm 45.0kg

さいとう　りりか
B85 140.0cm 31.0kg

札幌市立八条中学校 齋藤 莉々花 254159.0cm 49.0kg

158.0cm 43.0kg ながい　えいた

B82 258 長井 映太水滸會丈夫塾

まえかわ　まなは

阿内 蓮 253 B80

名取 心 252160.0cm 50.0kg 決勝戦 いわさき　にじのすけ

47.1kg わたなべ　ゆう

B81 256 渡辺 優極真会館北海道本部 なとり　しん

勇仁会 くらば　ひかり 150.0cm 55.0kg
米里中学校 倉場 光里 251 B84158.6cm

255 上村 幸生 札幌市立柏中学校

★決勝まで行いコート表彰★

137.0cm 33.0kg
伏古小学校 大渕 航聖 247135.0cm 34.0kg

B74 250 山口 秀大 宮の森小学校
水滸會丈夫塾 おおぶち　こうせい

【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

葵塾

B78 249 上村 あん 札幌市立幌南小学校
極真会館北海道本部 まつだ　ふゆ B83 B79 135.0cm 25.0kg
札幌市立常盤小学校 松田 芙夕 246138.0cm 24.0kg やまぐち　しゅうた 水滸會丈夫塾

江別市立上江別小学校
渡部 早葵 245 B77140.0cm 29.0kg 決勝戦 かみむら　あん

わたなべ　はるき 水滸會丈夫塾

B73 248 渡辺 陽希
美しが丘小学校

水滸會丈夫塾 むろもと　ゆうし
新川小学校

室本 悠志 244133.0cm 33.0kg

峰丈流護身武道 わたなべ　さき 142.0cm 39.0kg

ふじもと　はる 石原道場

B75

3位決定戦

小学高学年の部
上級

男女混合

【7名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

藤本 陽
西宮の沢小学校

142.5cm 55.0kg 135.0cm 25.0kg
川北小学校

三神 颯太 240 243

★決勝まで行いコート表彰★

極真会館北海道本部
真駒内桜山小学校

佐藤 泰成 239 242 小杉 駿太
平岸西小学校

143.0cm

B69極真会館北海道本部 さとう　たいせい
B71 決勝戦 こすぎ　しゅんた

33.0kg B76 B72 141.0cm 30.0kg

B68水滸會丈夫塾 みかみ　そうた

森田 篤寛
札幌市立伏古小学校

137.7cm 28.5kg 137.0cm 35.0kg

勇仁会 はたなか　れいな もりた　あつき 水滸會丈夫塾
和光小学校

畠中 澪奈 238 241

237

小学高学年の部
初級

男女混合

【6名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

★決勝まで行いコート表彰★

松橋 煌駕
西野第二小学校

119.0cm 24.0kg 118.0cm 22.3kg

札幌市立東山小学校 大塚 昊牙 234 236 鉢呂 皇牙 南の沢小学校
134.0cm 36.0kg 決勝戦 121.0cm 23.0kg

B66 B67水滸會丈夫塾 あんどう　りゅうせい B70 まつはし　こうが 水滸會丈夫塾
川北小学校

安藤 龍生 235

【　型　】
小学低学年の部

上級
男女混合

【4名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

★決勝まで行いコート表彰★

水滸會丈夫塾 おおつか　こうが はちろ　おうが 極真会館北海道本部



水滸會丈夫塾

264 松橋 大空
札幌市立西野中学校
156.0cm 53.0kg

263 高橋 昊大
手稲中学校

峰丈流護身武道
江別市立第一中学校

渡部 真帆 261147.0cm

わたなべ　まほ B92 B90 157.0cm 52.0kg

35.0kg まつはし　たく

水滸會丈夫塾 おだ　りひと 160.0cm 55.0kg
手稲東中学校 織田 利陽登 260 B88162.0cm 53.0kg 決勝戦 たかはし　こうだい 水滸會丈夫塾

B89

ふじおか　けんしん 剛毅舘

262 藤岡 剣心 東月寒中学校

【　型　】

中学生有段の部
男女混合

【5名】 【Bｺｰﾄ】優勝 準優勝

★決勝まで行いコート表彰★



わたなべ　こたろう 峰丈流護身武道

C25

3位決定戦

渡辺 豪太郎 千歳第二小学校
141.0cm 30.0kg 142.0cm 32.0kg

平岸西小学校 小杉 駿太 287 290

創心館
富良野小学校

畑野 泰雅 286 289 壽松木 海
札苗緑小学校

140.0cm

C19晃誠塾宮坂道場 はたの　たいが
C21 決勝戦 すずき　かい

30.0kg C26 C22 140.0cm 30.0kg

C18
極真会館北海道本部 こすぎ　しゅんた

川村 斗真 日の出小学校
143.0cm 33.0kg 137.0cm 30.0kg

極真会館北海道本部 さとう　たいせい かわむら　とうま 極真会館北海道本部
真駒内桜山小学校 佐藤 泰成 285 288

小学5～6年男子
新人戦

【6名】 【Cｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

33.0kg とどころ　みつこ 一武会

284 外處 晄子 真駒内公園小学校
136.0cm 29.8kg

極真会館諸澤道場

C15 283 尾山 珠絵留 伏古北小学校
強健流 うりた　ゆうみ C20 C17 130.0cm 28.0kg

苫小牧市立北光小学校
瓜田 優心 281148.4cm

北真小学校 船本 結愛 280 C14152.0cm 50.0kg 決勝戦 おやま　じゅえる

ふじわら　みさき 清武館

282 藤原 美咲 美唄市立中央小学校

小学5～6年女子
新人戦

【5名】 【Cｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：〇

清武館 ふなもと　ゆあ 132.0cm 28.0kg

前田 空神
岩見沢市立北真小学校

132.0cm 29.0kg 153.0cm 50.0kg
札幌市立菊水小学校

一ノ渡 蒼空 275 279

278

C7 C11極真会館諸澤道場 いちのわたり　そら まえだ　くうが 清武館

土本 直輝 千歳市立北栄小学校
126.0cm 24.0kg 140.0cm 35.0kg

中村 太政
苫小牧市立錦岡小学校

123.0cm 24.0kg 決勝戦 133.0cm 37.0kg

C12 C13葵塾

美唄市立東小学校
菅 育徳 273 277

おさない　ゆうと C16 つちもと　なおき 峰丈流護身武道
札内南小学校 長内 悠斗 274

なかむら　たいせい 修武會

276 平泉 快 美唄市立東小学校
120.0cm 25.0kg 137.0cm 40.0kg

札幌市立西岡南小学校 鵜野 葵伊 272

C6 C10清武館 すが　いくと

【Cｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

一武会 うの　あおい ひらいずみ　かい 清武館

菊水小学校
姉﨑 琉羽 268147.0cm 50.0kg C8

3位決定戦

小学4年男子
中級

【8名】

C2 271 吉田 怜史
北斗市立浜分小学校

創心館 あねざき　りゅうと 121.5cm 23.0kg

強健流

C4 270 桑原 悠真 苫小牧市立北星小学校
究道会館北海道支部 すずき　しゅう C9 C5 130.0cm 27.0kg

新川小学校
鈴木 柊 267134.0cm 31.0kg よしだ　れひと 水滸會無限塾

富良野小学校 畑野 龍雅 266 C3125.0cm 24.0kg 決勝戦 くわはら　ゆうま

たての　たける 眞流会舘ＧＡＭ道場

C1 269 立野 太尊
円山小学校

清武館 かみじょう　きよと
岩見沢市立第一小学校

上條 聖斗 265132.0cm 28.0kg

晃誠塾宮坂道場 はたの　りゅうが 134.0cm 30.0kg

【　フルコンタクトカラテ　】

小学4年男子
新人戦

【7名】 【Cｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×



319 川名 凛朋 あいの里東中学校
150.0cm 42.0kg C51 158.7cm 43.8kg

白蓮会館北海道支部 さとう　れんじ 決勝戦 かわな　りんと 水滸會丈夫塾
余市町立東中学校 佐藤 蓮司 318

中男子
45kg未満
新人戦

【2名】 【Cｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

317 棚田 和佳那 桜町中学校
156.0cm 50.5kg C49 155.2cm 51.0kg

眞流会舘ＧＡＭ道場 たけした　ひなた 決勝戦 たなだ　わかな 水滸會無限塾札幌
赤井川中学校 竹下 日向 316

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：〇

135.0cm 32.0kg
山の手小学校 西村 優登 308157.0cm 47.0kg

C37 315 廣瀬 友二 美唄市立中央小学校
水滸會丈夫塾 にしむら　ゆうと

中学女子
45kg以上
新人戦

【2名】 【Cｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

こやま　つむぎ
C44 130.0cm 35.0kg

新琴似西小学校 小山 紬稀 307145.0cm 40.0kg ひろせ　ゆうじ 清武館

C36 313 柴田 隼 久根別小学校
一武会 うの　いおり

極真会館北海道本部

C42 314 木田 悠生 本町小学校

137.0cm 43.0kg
札幌市立西岡南小学校

鵜野 伊織 306 C40143.0cm 40.0kg きだ　ゆう

創心館

決勝戦 312 坂本 凛心
岩見沢市立中央小学校

清武館 えっこ　だいすけ
C45 C46 138.0cm 28.0kg

岩見沢市立第一小学校 越湖 大介 305 C48156.0cm 51.0kg しばた　はやと 武心剛術会

まつもと　こうせい 140.0cm 32.0kg
久根別小学校

松本 煌成 304 C39150.0cm 50.0kg さかもと　りと 極真会館諸澤道場

C41 310 山崎 惺矢 伊達小学校
拳気館 やすおか　まさし

創心館

C34 311 川端 飛翔
札苗小学校

140.0cm 40.0kg
富良野小学校 保岡 柾志 303 C43144.0cm 53.0kg かわばた　つばさ

武心剛術会

初山別小学校 髙場 龍之介 302 C38158.4cm 57.0kg やまざき　せいや 修武會

水滸會無限塾札幌

C33 309 神尾 琉碧
小樽市立長橋小学校

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

清武館 かみじょう　れんと
岩見沢市立第一小学校 上條 蓮斗 301157.0cm 47.0kg かみお　るい

ＨＫＣ羽幌道場 たかば　りゅうのすけ 135.0cm 27.0kg

小学6年男子
中級

【15名】 【Cｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

小山 煌太
函館市立青柳小学校

131.0cm 30.0kg 134.0cm 30.0kg

武心剛術会 しばた　ゆうき こやま　こうた 水滸會無限塾
久根別小学校

柴田 佑樹 295 300

髙辻 桂吾
札幌市立栄南小学校

137.0cm 35.0kg C28 C30 131.0cm 27.5kg
札苗北小学校

小野寺 庵 294 299

C23 C24
創心館 おのでら　いおり たかつじ　けいご 創心館

C32 298 佐藤 良樹
北斗市立久根別小学校

140.0cm 30.0kg C35 130.0cm 26.0kg

芦原会館苫小牧支部 おおかわ　とあ 決勝戦 さとう　よしき 武心剛術会
拓進小学校

大川 柊聖 293 C31

川名 櫂朋 札幌市立鴻城小学校
148.0cm 39.0kg 140.4cm 32.0kg

峰延小学校 白木 琥珀 292 297

C27 C29
清武館 しらき　こはく かわな　たくと 水滸會丈夫塾

296 伊藤 拳征
美唄市立中央小学校

152.0cm 40.0kg 137.0cm 32.0kg

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

白蓮会館北海道支部 やまざき　はやと いとう　けんせい 清武館
山の手小学校

山崎 颯斗 291

【　フルコンタクトカラテ　】

小学5年男子
中級

【10名】 【Cｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）



C52 159.0cm 60.0kg

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

水滸會無限塾札幌 ほんま　ゆうき 決勝戦 のぐち　えいと 水滸會丈夫塾
小樽市立朝里中学校 本間 優輝 323 324 野口 瑛翔 篠路中学校
167.0cm 55.5kg

54.0kg

中学男子
55kg以上
新人戦

【2名】 【Cｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

水滸會丈夫塾 こばやし　はやと
滝川市立明苑中学校

小林 波哉斗 322161.0cm

322札幌市立美香保中学校
名取 心 321160.0cm 50.0kg C53

C50

極真会館北海道本部 なとり　しん
321 VS

320 VS 322
岩見沢市立清園中学校 米内 裕太 320165.0cm 53.0kg C47

清武館 よない　ゆうた
320 VS 321

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

よない　ゆうた なとり　しん こばやし　はやと

320 米内 裕太 321 名取 心 322 小林 波哉斗

【　フルコンタクトカラテ　】
中学男子
55kg未満
新人戦

【3名】 【Cｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）



さとう　ようた 極真会館北海道本部

D26

3位決定戦

佐藤 陽太 真駒内桜山小学校
120.0cm 21.0kg 121.0cm 23.0kg
岩見沢市立東小学校 三森 叶 347 350

葵塾
札苗緑小学校 三谷 雄悟 346 349 佐瀬 翔太 帯広市立栄小学校

125.0cm

D20創心館 みたに　ゆうご
D22 決勝戦 させ　しょうた

25.0kg D27 D23 113.0cm 19.0kg

D19極真会館北海道本部 みつもり　きょう

室本 淳稀 新川小学校
120.0cm 20.0kg 118.0cm 23.0kg

拓勇小学校 道政 太陽 345 348

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：×　金的：○　胸：×

芦原会館苫小牧支部 みちまさ　たいよう むろもと　あつき 水滸會丈夫塾

122.0cm 22.4kg 124.0cm 31.0kg

小学2年男子
中級

【6名】 【Dｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

岩見沢市立第一小学校
上條 琉斗 337 344 安樂 海飛

恵庭市立和光小学校

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

森田 幸樹 新琴似西小学校
122.0cm 23.0kg D16 127.0cm 25.0kg

D9清武館 かみじょう　りゅうと

三里塚小学校 稗田 賢人 336 343

あんらく　かいと 真結氣

D6水滸會無限塾 あんぽ　かいり はちろ　おうが 極真会館北海道本部

D14 D12水滸會丈夫塾 ひえだ　けんと もりた　こうき 水滸會丈夫塾

鉢呂 皇牙
南の沢小学校

116.0cm 20.0kg 121.0cm 23.0kg
函館市立青柳小学校

安保 快李 335 342

こんの　そうすけ 水滸會無限塾
札幌市立札苗緑小学校 吉本 朝陽 334 D21 341 紺野 蒼介

決勝戦 D11創心館 よしもと　あさひ
D17 D18 函館市立青柳小学校

119.0cm 20.0kg 122.0cm 21.0kg

樺沢 樹 芦別小学校
118.0cm 24.0kg 125.5cm 24.3kg
小樽市立銭函小学校 若松 零 333 340

D5 D15水滸會丈夫塾 わかまつ　れい かばさわ　いつき 虚空會館

339 市橋 由伍 札幌市立常盤小学校
118.0cm 28.7kg 121.0cm 21.0kg

D10峰丈流護身武道 なかで　たくま
D13

いちはし　ゆうご 極真会館北海道本部
千歳市北陽小学校 中出 拓雅 332

338 田中 裕都
札幌市立川北小学校

115.0cm 22.0kg 122.0cm 25.8kg

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：×　金的：○　胸：×

極真会館北海道本部 まつの　じゅんき たなか　ゆうと 水滸會丈夫塾
岩見沢第一小学校

松野 純希 331

D7

3位決定戦

小学2年男子
新人戦

【14名】 【Dｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

すずき　あおい 清武館

鈴木 蒼
日の出小学校

112.0cm 19.0kg 126.0cm 26.0kg
千歳市立北栄小学校

土本 美月 327 330

極真会館諸澤道場
帯広市立大空小学校 髙橋 聖那 326 329 渡部 羽音 札苗北小学校
115.0cm

D2
葵塾 たかはし　せいな

D3 決勝戦 わたなべ　はのん

18.0kg D8 D4 125.0cm 25.0kg

D1峰丈流護身武道 つちもと　みつき

岡和田 乃音
稲田小学校

122.0cm 22.0kg 128.0cm 31.0kg

水滸會無限塾札幌 わたなべ　はるか おかわだ　のん 水滸會無限塾札幌
小樽市立朝里小学校

渡辺 春花 325 328

【　フルコンタクトカラテ　】

小学1～2年女子
新人戦

【6名】 【Dｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：×　金的：○　胸：×



380 紺野 晏慈 岩見沢日の出小学校
133.0cm 30.0kg

極真会館北海道本部

D49 379 平田 龍牙 清田南小学校
創心館 なりた　ゆうき D52 D51 130.0cm 28.0kg

札苗北小学校 成田 侑生 377130.0cm 27.0kg こんの　あんじ ＨＫＣ三笠道場

美園小学校 大石 奏太 376 D48133.0cm 32.5kg 決勝戦 ひらた　りょうが

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

えんどう　ぼたん ＨＫＣ羽幌道場

378 遠藤 牡丹 羽幌町立羽幌小学校

小学3年男子
中級

【5名】 【Dｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

水滸會丈夫塾 おおいし　かなた 137.0cm 37.5kg

水滸會無限塾

375 吉田 理史 北斗市立浜分小学校
122.0cm 24.0kg

D41 133.0cm 25.0kg
栄緑小学校 平松 瑞貴 366128.0cm 23.0kg よしだ　りひと

27.0kg かわい　しゅんすけ 極真会館北海道本部

D37 374 川合 俊輔 手稲山口小学校
水滸會丈夫塾 ひらまつ　みずき

創心館 すずき　れつ 136.0cm 41.0kg
札苗緑小学校 壽松木 烈 365 D32128.0cm

たかば　えいと ＨＫＣ羽幌道場

D43 373 髙場 瑛仁
初山別小学校

ごとう　そうた 138.5cm 42.1kg
千歳市立北栄小学校 後藤 颯汰 364129.0cm 29.0kg D45

127.5cm 27.0kg にしお　しゅうたろう 葵塾

D36 372 西尾 修太郎 帯広市立啓西小学校
峰丈流護身武道

水滸會無限塾札幌 おかざき　はるま D50 126.0cm 26.0kg
帯広市立明星小学校

岡崎 陽馬 363 D40

峰丈流護身武道

D46 D47 371 長村 翔琉
千歳市北陽小学校

130.0cm 30.0kg
真駒内公園小学校

外處 尊之 362128.0cm 27.0kg 決勝戦 おさむら　かける

23.0kg いわむら　しゅんたろう 修武會

D35 370 岩村 駿多郎 登別市立若草小学校
一武会 とどころ　たかゆき

極真会館北海道本部 あかどまり　ゆうせい 132.0cm 32.0kg
中の島小学校 赤泊 優成 361 D39125.0cm

D33 368 三木 有真 拓進小学校
水滸會無限塾 すどう　ねいと

清武館

D42 369 小野寺 友宏 北真小学校

131.0cm 26.0kg
函館市立あさひ小学校

須藤 寧斗 360 D44120.0cm 21.0kg おのでら　ともひろ

メープル小学校 來嶋 文治 359 D38120.0cm 22.0kg みき　ゆうま 芦原会館苫小牧支部

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：×

たなだ　こうが 水滸會無限塾札幌

367 棚田 絋雅
小樽市立桜小学校

小学3年男子
新人戦

【17名】 【Dｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

清武館 くるしま　ふみはる 130.0cm 31.0kg

二口 結愛
岩見沢市立第一小学校

130.0cm 26.0kg 132.0cm 24.0kg
伏古北小学校

尾山 亜莉栖 354 358

357

D25 D29
極真会館諸澤道場 おやま　ありす ふたぐち　ゆあ 水滸會丈夫塾

北川 麻央
新川中央小学校

126.0cm 26.0kg 131.0cm 27.0kg

山田 梨世 苫小牧市立北光小学校
127.0cm 25.0kg 決勝戦 131.0cm 27.0kg

D30 D31修武會

手稲宮丘小学校 森 未羽 352 356

あべ　りな D34 きたがわ　まお 究道会館北海道支部
室蘭市立高砂小学校

阿部 りな 353

D24 D28
水滸會丈夫塾 もり　みはね やまだ　りせ 強健流

355 渡部 りりあ
函館市立深堀中学校

126.0cm 25.0kg 138.0cm 32.0kg

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：〇　金的：○　胸：〇

一武会 のぶた　はるか わたべ　りりあ 水滸會無限塾
札幌市立南小学校

信田 はるか 351

【　フルコンタクトカラテ　】

小学3～4年女子
新人戦

【8名】 【Dｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）



402 鈴木 和真 山鼻小学校
137.5cm 30.5kg E20 120.0cm 22.0kg

水滸會丈夫塾 ながお　ともろう 決勝戦 すずき　かずま 栄鵬会
山の手南小学校 長尾 友朗 401

小学1～2年
男女混合

【2名】 【Eｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦１分30秒　★3ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

87.0kg のぐち　ゆうと 水滸會丈夫塾

400 野口 雄翔 英藍高校
178.0cm 74.0kg

一信会館

E14 399 長谷 祐樹 北見市
北海道医療大学 かわさき　ひろゆき E21 E19 166.0cm 66.0kg

札幌市 川崎 博生 397179.0cm

札幌市 二階堂 尊夫 396 E13172.0cm 70.0kg 決勝戦 ながたに　ゆうき

なかむら　ひろと 剛毅舘

398 中村 洋斗 札幌東陵高校

E15

3位決定戦

一般男子
無差別

（胴あり）

【5名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦2分　★5ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

剛毅舘 にかいどう　たかお 168.0cm 90.0kg

おがさわら　さとる 一信会館

小笠原 智 北見市
165.0cm 65.0kg 171.0cm 85.0kg

札幌市 堀井 恭光 392 395

札幌拳真館
札幌市

若杉 琢磨 391 394 石原 孝弘
札幌市

174.0cm

E8石原道場 わかすぎ　たくま
E11 決勝戦 いしはら　たかひろ

74.0kg E16 E12 173.0cm 93.0kg

E7K&Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ほりい　やすあき

山下 元規
札幌市

178.0cm 80.0kg 169.0cm 70.0kg

水滸會丈夫塾 なかや　ゆうすけ やました　もとき K&Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
札幌市

中谷 雄介 390 393

3位決定戦

（試合時間：本戦１分30秒　★5ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

マスターズの部
35歳以上

【6名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦１分30秒　★5ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

157.0cm 51.0kg
あやめ野中学校 阿内 蓮 386158.0cm 43.0kg E9

44.0kg かわむら　たいち 武心剛術会

E3 389

勇仁会

E5 388 有田 一輝
札幌市立米里中学校

水滸會丈夫塾

川村 太一
函館市立巴中学校

剛毅舘 あうち　れん

おがさわら　ゆうと E10 E6 158.0cm 68.0kg
滝川開西中学校

小笠原 悠斗 385153.0cm

米里中学校 川端 大夢 384 E4154.0cm 43.0kg 決勝戦 ありた　かずき

E2 387 藤岡 剣心 東月寒中学校

武心剛術会 さいとう　りきたか
浜分中学校 斉藤 力毅 383147.0cm 39.5kg

勇仁会 かわばた　ひろむ 160.0cm 55.0kg

決勝戦

ふじおか　けんしん 剛毅舘

かわむら　みさと 武心剛術会
札幌市立米里中学校 桑原 実希 381

【　硬式空手　】

中学男子
【7名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

中学女子
【2名】 【Eｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦１分30秒　★5ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

382 川村 実里 函館市立巴中学校
153.0cm 44.0kg E1 162.0cm 53.0kg

勇仁会 くわはら　みき



3位決定戦

【　フルコンタクトカラテ　】

幼児男女混合
新人戦

【7名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：×　金的：○　胸：×

108.0cm 17.5kg
北斗市 網干 陽斗 416115.0cm 18.0kg E36

19.0kg おおとも　るい 葵塾

E30

水滸會丈夫塾

E32 418 二口 善心 岩見沢駒沢幼稚園
日本護身拳法

419 大友 琉生 どんぐり保育園
水滸會無限塾 あぼし　はると

かとう　ちひろ E37 E33 112.0cm 17.0kg
北の星白石保育園 加藤 智大 415114.0cm

北斗市 吉田 玲伊 414 E31102.0cm 17.0kg 決勝戦 ふたぐち　ぜんと

ほり　おうたろう 極真会館北海道本部

E29 417 堀 桜太朗 あすかぜ保育園

葵塾 よしい　はゆら
宝来こども園 吉井 葉結来 413106.0cm 18.0kg

水滸會無限塾 よしだ　れい 106.0cm 20.2kg

永田 楓音 西宮の沢小学校
139.0cm 31.0kg 143.0cm 30.0kg

すぎの　そうた E28 ながた　かのん 石原道場
米里小学校 杉野 颯汰 410 412

水滸會丈夫塾 みずの　おうが こいずみ　こうし 勇仁会
札幌市立太平小学校 水野 皇香 409 411 小泉 昊獅 札幌市立和光小学校
132.0cm 33.8kg 決勝戦 143.0cm 41.0kg

E24 E25勇仁会

36.0kg

小学5～6年男子
【4名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦１分30秒　★3ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

一信会館 まつだ　みう
緑が丘小学校

松田 美潤 408142.0cm

408新琴似南小学校 小野寺 紗英 407148.0cm 44.0kg E27

E23

勇仁会 おのでら　さえ
407 VS

406 VS 408西宮の沢小学校
若杉 美音 406153.0cm 36.0kg E18

石原道場 わかすぎ　みお
406 VS 407

わかすぎ　みお おのでら　さえ まつだ　みう

406 若杉 美音 407 小野寺 紗英 408 松田 美潤

32.0kg

小学5～6年女子
【3名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦１分30秒　★3ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

栄鵬会 にいおか　ゆきと
札幌市立二条小学校 新岡 雪人 405139.0cm

405北海道教育大付属小
舩越 絆人 404119.1cm 23.0kg E26

E22

石原道場 ふなこし　ばんり
404 VS

小樽市立花園小学校
山口 涼太 403128.0cm 22.0kg E17

栄鵬会 やまぐち　りょうた
403 VS

403 山口 涼太 404 舩越 絆人 405 新岡 雪人

403 VS 405404

【　硬式空手　】

小学3～4年
男女混合

【3名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝

（試合時間：本戦１分30秒　★3ポイント先取★　延長１分（1ポイント先取）

やまぐち　りょうた ふなこし　ばんり にいおか　ゆきと



中量級
70kg未満

【2名】 【Eｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦2分　延長2分）

K&Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ たなべ　とみひこ 決勝戦 つじ　こうへい シャムエボルヴ

辻 航平 小樽市
178.0cm 69.0kg E48 179.0cm 69.8kg

札幌市 田邉 富彦 434 435

【　グローブ空手　】

433 伊藤 快汰 杉山小学校
119.0cm 22.0kg E46 119.0cm 21.0kg

極真会館北海道本部 もとい　そうせい 決勝戦 いとう　かいた 桜塾
藻岩南小学校 元井 創生 432

小学1年男子
中級

【2名】 【Eｺｰﾄ】優勝

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：×　金的：○　胸：×

鈴木 暉 日の出小学校
113.3cm 17.3kg 120.0cm 22.0kg

葵塾 たなか　りゅうき すずき　ひかる 清武館
帯広市立栄小学校 田中 竜輝 425 431

倉光 悠成
函館市立青柳小学校

115.0cm 22.0kg E41 E43 117.0cm 19.0kg
札幌市立緑丘小学校

本庄 楓太 424 430

429

E35 E39
極真会館北海道支部 ほんじょう　ふうた くらみつ　ゆうせい 水滸會無限塾

林田 瑛斗
真栄小学校

112.0cm 18.0kg 123.0cm 24.0kg

高橋 麟丸
羽幌町立羽幌小学校

110.0cm 19.0kg 決勝戦 124.0cm 27.0kg

E44 E45
峰丈流護身武道

手稲山口小学校
川合 遥大 422 428

おさむら　せな E47 はやしだ　えいと 水滸會丈夫塾
千歳市北陽小学校

長村 惺成 423

E34 E38極真会館北海道本部 かわい　はると たかはし　りんまる ＨＫＣ羽幌道場

427 石倉 新太 岩見沢市立中央小学校
115.0cm 20.0kg 117.0cm 19.0kg

清武館 ふくい　ぜん
E40 E42

いしくら　あらた 清武館
月形小学校 福居 前 421

芝 寅之介
札幌市立円山小学校

115.0cm 21.0kg 122.0cm 23.0kg
北光小学校

丸田 恭輔 420 426

ヘッド：JKJO　拳：〇　すね：〇　ひざ：×　金的：○　胸：×

【　フルコンタクトカラテ　】

水滸會丈夫塾 まるた　きょうすけ しば　とらのすけ 極真会館北海道支部

小学1年男子
新人戦

【12名】 【Eｺｰﾄ】優勝 準優勝 ３位 ３位

（試合時間：本戦1分30秒　延長1分　決勝戦のみ再延長1分）


