
№１
　 　 　

【男子・個人形】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

おおひがし　ゆうや おりかわ　じんいちろう さわやま　ひろき かわい　はるき おくむら　はやと かしもと　ひょうあ しぶや　はやと おおおか　いくま

大東　由弥 折川　仁一朗 澤山　宏樹 河合　晴紀 奥村　颯斗 樫本　彪愛 渋谷　隼 大岡　生磨

(世界連盟・千歳) (ユヤーズ本部・札幌) (一志会・釧路) (濤豊館・旭川) (濤豊館・旭川) (魁星舘・旭川) (一志会・釧路) (寺田道場・札幌)

いづち　まきと たぐち　しゅんすけ やまうち　いつき いながき　れい しんぽ　たかひろ もんま　りゅうせい さいとう　しょうた なかむら　あおみ

井𡈽　蒔人 田口　俊介 山内　樹 稲垣　澪 新保　貴弘 門間　琉晟 齊藤　翔太 中村　碧海

(濤学館・札幌) (勧仁塾小樽・小樽) (誠章館・苫小牧) (明武会・釧路) (志聖舘・札幌) (真統館帯広・十勝) (ユヤーズ白石・札幌) (松濤会南区・札幌)

みとめ　かんた おきざき　りょう やまもと　そうた せいもと　そら きた　りんたろう はなおか　そうた こじま　あゆた かわばた　さくと

三留　幹太 沖崎　諒 山本　蒼太 清本　空 喜多凛太朗 花岡　奏汰 小嶋亜友太 川畑　咲人

(志聖舘・札幌) (札幌斉藤道場・札幌) (濤学館・札幌) (敬天塾・小樽) (ユヤーズ本部・札幌) (真統館帯広・十勝) (明武会・釧路) (ユヤーズ白石・札幌)

とくみつ　りゅう いそべ　れん きたやま　りょうや かしもと　くりゅう さとう　あつき なりた　はく かすが　ゆうき いとう　そら

徳光　龍 磯部　蓮 北山　凌也 樫本　空龍 佐藤　京樹 成田　羽駒 春日　勇輝 伊藤　爽良

(濤学館・札幌) (志聖舘・札幌) (ユヤーズ白石・札幌) (魁星舘・旭川) (ユヤーズ本部・札幌) (藤島道場・室蘭) (寺田道場・札幌) (松濤会木村・空知)

いづち　しゅうと いしだ　こうた いちのみや　しょうえい たなか　ひろむ ほりごめ　しゅんご こだま　ひでお さくらい　まさき むらた　はると

井𡈽　脩人 石田　洸太 一宮　祥永 田中　拓武 堀米　駿吾 小玉　秀郎 櫻井　真輝 村田　大翔

(濤学館・札幌) (志聖舘・札幌) (藤島道場・室蘭) (世界連盟千歳・千歳) (藤島道場・室蘭) (未来塾・旭川) (勧仁塾札幌・札幌) (玄制流・旭川)

たけむら　かんた みねた　もとひろ ながみや　たくま さかもと　こうよう にった　はやて どうさか　だいき にった　たいが やまもと　たける

武村　貫汰 峯田　楽央 永宮　拓真 坂本　皓陽 新田　颯 堂坂　大樹 新田　大河 山本　尊

(濤学館・札幌) (ユヤーズ本部・札幌) (志聖舘・札幌) (勧仁塾札幌・札幌) (誠章館・苫小牧) (松濤会木村・空知) (誠章館・苫小牧) (ユヤーズ中央・札幌)

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　米田　眞　０９０－８９０２－９６２４・０１１－８２０－１６２７

第33回北海道少年少女空手道錬成大会

平成25年5月11日（土）～12日（日）

　　　千歳市開基記念武道館

第５位

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



№２
　 　 　

【女子・個人形】

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第３位

やまぐち　ねね しばた　まほ つゆき　りおん かまだ　みゆう あかまつ　くるみ いまむら　あみ つめ　ゆうあ にしやま　あき

山口　寧々 柴田　真歩 露木　梨音 鎌田　海憂 赤松　來美 今村　彩美 爪　結愛 西山　空希

(濤学館・札幌) (濤学館・札幌) (誠章館日高・苫小牧) (修道館・札幌) (修道館・札幌) (修道館・札幌) (修道館・札幌) (修道館・札幌)

くぼた　まき はしもと　まい わたなべ　はな まるやま　るつき あんどう　さくら たや　ひまり ほんま　しゅんな こうご　さえ

久保田真貴 橋本　舞 渡辺　花 丸山ルツ記 安藤さくら 田屋　陽莉 本間　駿名 向後　咲枝

(寺田道場・札幌) (志聖舘・札幌) (誠章館日高・苫小牧) (修道館・札幌) (平澤道場・札幌) (勧仁塾札幌・札幌) (誠章館・苫小牧) (明空義塾札幌・札幌)

いけだ　ましろ いとう　ゆづき いしもり　ことは おおかわら　みう ながさわ　ゆあん あおやま　ゆきな にしの　ふたば たなか　あや

池田　真白 伊藤　結月 石森　琴葉 大川原未羽 永澤　悠杏 青山　幸奈 西野　二葉 田中　亜弥

(志聖舘・札幌) (誠章館日高・苫小牧) (志武館・釧路) (真統館北見・網走) (真統館帯広・十勝) (修道館・札幌) (真統館札幌・札幌) (武徳会・旭川)

もりや　ここな こいわ　さあや すずき　ひかり わたなべ　あおり つぼた　あいり たぐち　ひな いばた　はなみ おおひがし　あやの

森谷心々菜 小岩　紗綺 鈴木　晶 渡辺　愛織 壷田　愛莉 田口　陽菜 井畑　花実 大東　彩乃

(濤学館・札幌) (コナミ東苗穂・札幌) (岩内クラブ・小樽) (勧仁塾清田・札幌) (ユヤーズ本部・札幌) (勧仁塾小樽・小樽) (岩内クラブ・小樽) (世界連盟千歳・千歳)

やぐち　ひかり やまもと　かなむ おくむら　はるか かわせ　のぞみ さの　はるか まつはま　りお いむら　ももか せいもと　たまみ

矢口　ひかり 山本　叶夢 奥村　春佳 川瀬のぞみ 佐野　遥香 松濱　莉央 井村萌々花 清本　珠未

(寺田道場・札幌) (勧仁塾札幌・札幌) (濤豊館・旭川) (修道館・札幌) (寺田道場・札幌) (松濤会北区・札幌) (ＫＷＦ中標津・釧路) (敬天塾・小樽)

よねうち　まお はしもと　ゆめか たや　ことみ みずの　ひろの はやかわ　はゆき いしかわ　さくら きたがわ　ひなこ ささき　ありさ

米内　眞生 橋本　夢絵 田屋　采泉 水野　尋乃 早川　晴雪 石川　桜 北川日菜子 佐々木アリサ

(一志会・釧路) (コナミ東苗穂・札幌) (勧仁塾札幌・札幌) (真統館帯広・十勝) (真統館帯広・十勝) (修道館・札幌) (コナミ白石・札幌) (誠章館日高・苫小牧)

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　米田　眞　０９０－８９０２－９６２４・０１１－８２０－１６２７

平成25年5月11日（土）～12日（日）

小学４年生の部

第33回北海道少年少女空手道錬成大会

　　　千歳市開基記念武道館

第５位

小学1年生の部

小学２年生の部

小学３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

こもだ　りゅうき よねたに　はるく さとう　ふうま くどう　おうじろう あおき　はるみち きょうどう　こうへい かねこ　らいた みやした　ももた

菰田　龍生 米谷　春琥 佐藤　楓真 工藤桜士朗 青木　晴路 經堂　公平 金子　禮大 宮下　桃太

(寺田道場・札幌) (ユヤーズ白石・札幌) (尚魂塾・函館) (修道館・札幌) (誠章館・苫小牧) (浦幌町空手道・十勝) (明空義塾札幌・札幌) (誠章館・苫小牧)

あずま　ゆうさく やまぐち　りょうま ふかせ　りょうた にのみや　きら さいとう　たく よこやま　あきと いながき　せいら よしだ　そうし

東　勇作 山口　龍馬 深瀬　稜太 二宮　煌 斉藤　択 横山　晃朋 稲垣　星輝 吉田　壮志

(北星館本部道・函館) (太気会・千歳) (誠章館日高・苫小牧) (明武会・釧路) (札幌空手倶楽部・札幌) (未来塾・旭川) (斉藤道場・空知) (志聖舘・札幌)

はせがわ　いっさ なかむら　むねとし すえ　たくみ いずみ　ゆうせい いずみの　こうすけ うい　ちかと あさの　ゆうと よしむら　かいと

長谷川　一冴 中村　宗稔 諏江　匠弥 泉　佑省 泉野　皓丞 宇井　悠時 浅野　悠斗 吉村　海斗

(岩内クラブ・小樽) (希望元井塾南・札幌) (明空義塾札幌・札幌) (函館秀麗館・函館) (志聖舘・札幌) (志聖舘・札幌) (志聖舘・札幌) (魁星舘・旭川)

みた　たける こづな　あきひと いたみ　こう たなか　はると もといけ　かざな えぐち　ゆうと たなか　こうた いしぐろ　りんのすけ

見田　尊 小綱　章仁 伊丹　巧 田中　陽 本池　嘉哉 江口 友翔 田中　皓大　 石黒倫之介

(明武会・釧路) (勧仁塾小樽・小樽) (テーオー塾・函館) (寺田道場・札幌) (濤学館・札幌) (網走協会・網走) (志聖舘・札幌) (ユヤーズ本部・札幌)

さとう　こうせい とりやま　らい でぐち　すばる てらさわ　かんた わたなべ　たける いぐち　けんと にひら　たいき いけだ　こうき

佐藤　康晟 鳥山　羅生 出口　冬宙 寺澤　寛太 渡邊　健琉 井口　堅斗 仁平　大樹 池田　倖紀

(北星館本部道・函館) (北星館本部道・函館) (ユヤーズ白石・札幌) (勧仁塾小樽・小樽) (明武会・釧路) (志武館・釧路) (勧仁塾札幌・札幌) (志聖舘・札幌)

おさない　だん さかもと　よしき なかむら　たける いばた　じょうりゅう みき　りゅうせい とびつか　なぎ いずみの　ゆうすけ いしぐろ　りゅうのすけ

小山内　暖 坂本　佳紀 中村　岳 井畑　定竜 三木　龍誠 飛塚　凪 泉野　湧丞 石黒龍之介

(明武会・釧路) (太気会・千歳) (志聖舘・札幌) (岩内クラブ・小樽) (ＩＫＯ・苫小牧) (成空会川沿・苫小牧) (志聖舘・札幌) (ユヤーズ本部・札幌)

　

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　米田　眞　０９０－８９０２－９６２４・０１１－８２０－１６２７

小学５年生の部

第33回北海道少年少女空手道錬成大会

平成25年5月11日（土）～12日（日）

　　　千歳市開基記念武道館

第５位

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

あさの　みく こばやし　あや ほうじょう　くるみ たかはし　まお やなぎや　さくら かねこ　ゆうな さだ　れいか かわぐち　みなみ

浅野　未來 小林　絢 北條　来実 高橋　茉央 柳谷　咲良 金子結有奈 佐田　怜優 川口　みなみ

(志聖舘・札幌) (明空義塾札幌・札幌) (未来塾・旭川) (魁星舘・旭川) (ユヤーズ本部・札幌) (ＴＫＣ・札幌) (テーオー支部・函館) (寺田道場・札幌)

さが　めい とこなべ　やよい よこやま　あずみ ごとう　ふうか むらかみ　はるな ちだ　さぎり いとう　ほのか すがわら　すずか

嵯峨 芽衣 床鍋やよい 横山あずみ 後藤　楓華 村上　春菜 千田紗季里 伊藤穂乃佳 菅原　鈴夏

(拳誠塾・小樽) (北星館本部道・函館) (北星館支部道・函館) (志聖舘・札幌) (コナミ東苗穂・札幌) (ユヤーズ本部・札幌) (北星館支部道・函館) (北星館支部道・函館)

さの　まなみ しまむら　ゆいな あべ　ゆい かわぐち　かえで たけおか　くれは いいだ　あん きむら　ゆうか あべ　かれん

佐野　愛実 島村　唯那 阿部　結衣 川口かえで 武岡　紅葉 飯田　杏 木村　優花 阿部　果恋

(寺田道場・札幌) (北星館本部道・函館) (志聖舘・札幌) (寺田道場・札幌) (斉藤道場・空知) (ユヤーズ白石・札幌) (世界連盟千歳・千歳) (一志会・釧路)

すずき　もえ くぼた　さき うえだ　りおん はらぐち　かな とまき　はるか ふじい　ゆめか ふくじゅ　みさ ごとう　せいな

鈴木　萌 久保田咲貴 上田　璃音 原口　加那 戸巻　悠 藤井　夢加 福寿　美彩 後藤　星奈

(拳誠塾・小樽) (寺田道場・札幌) (志聖舘・札幌) (北星館支部道・函館) (和道流空玄塾・札幌) (魁星舘・旭川) (北星館本部道・函館) (志聖舘・札幌)

にひら　みく くすかわ　みずき なんぽ　さくら あべ　ももか おおぬま　あや いとう　みづき つしま　あやか うすい　あいな

仁平　美来 楠川　瑞季 南保　咲空 阿部　桃花 大沼　亜雛 伊藤　美月 対馬　彩華 碓井　愛七

(勧仁塾札幌・札幌) (北星館本部道・函館) (明空義塾札幌・札幌) (北星館支部道・函館) (北星館本部道・函館) (誠章館日高・苫小牧) (和道流沼空会・苫小牧) (平澤道場・札幌)

とよしま　みわ なくい　もえり さかもと　あんじゅ いわさき　めい ふじた　まつり よしむら　ななほ にしお　ほのか どうさき　あいら

豊嶋　美羽 名久井萌梨 坂本　杏樹 岩崎　芽依 藤田　茉里 吉村ななほ 西尾　帆夏 堂崎　愛来

(北星館本部道・函館) (北星館本部道・函館) (誠章館日高・苫小牧) (コナミ西岡・札幌) (岩内クラブ・小樽) (修道館・札幌) (勧仁塾小樽・小樽) (北星館支部道・函館)

　

(記載責任者) 北海道空手道連盟　　米田　眞　０９０－８９０２－９６２４・０１１－８２０－１６２７

小学６年生の部

第33回北海道少年少女空手道錬成大会

平成25年5月11日（土）～12日（日）

　　　千歳市開基記念武道館

第５位

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


