
監督

名前 フリガナ 地区 所属団体
1 難波　秀樹 ナンバ　ヒデキ 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場
2 大東　純 オオヒガシ　ジュン 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場
3 村中　義仁 ムラナカ　ヨシヒト 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場
4 藤田　陽子 フジタ　ヨウコ 札幌 松涛会
5 野代　勇 ノシロ　イサム 札幌 明空義塾札幌
6 五十嵐　秀一 イガラシ　シュウイチ 札幌 明空義塾札幌
7 大森　雅光 オオモリ　マサミツ 札幌 明空義塾札幌
8 齋藤　文康 サイトウ　フミヤス 札幌 明空義塾札幌
9 望月　秀樹 モチヅキ　ヒデキ 札幌 明空義塾札幌

10 望月　千晶 モチヅキ　チアキ 札幌 明空義塾札幌
11 岡田　裕孝 オカダ　ヒロタカ 札幌 明空義塾札幌
12 竹田　健悟 タケダ　ケンゴ 札幌 明空義塾札幌
13 長沼　貴也 ナガヌマ　タカヤ 札幌 明空義塾札幌
14 飯島　雅志 イイジマ　マサシ 札幌 明空義塾札幌
15 野代　友美 ノシロ　トモミ 札幌 明空義塾札幌
16 坪田　隆史 ツボタ　タカシ 札幌 明空義塾札幌
17 太田　帆南 オオタ　ホナミ 札幌 明空義塾札幌
18 南保　咲空 ナンポ　サクラ 札幌 明空義塾札幌
19 松下　哲也 マツシタ　テツヤ 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場
20 小泉　信之 コイズミ　ノブユキ 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場
21 篠崎　伸太郎 シノザキ　シンタロウ 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場
22 平澤　陽一 ヒラサワ　ヨウイチ 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場
23 荒木　祐 アラキ　ユウ 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場
24 本居　健 モトイ　タケシ 札幌 日本松濤館空手道連盟　佛心塾
25 播磨　真衣 ハリマ　マイ 札幌 日本松濤館空手道連盟　佛心塾
26 山口　友紀 ヤマグチ　ユキ 札幌 濤学館
27 伊達　秀子 ダテ　ヒデコ 札幌 濤学館
28 荒屋　知一 アラヤ　トモカズ 札幌 濤学館
29 桐生　伸也 キリュウ　シンヤ 札幌 濤学館
30 松井　恵理奈 マツイ　エリナ 札幌 濤学館
31 小沢　友信 オザワ　トモノブ 札幌 修道館
32 池田　和宏 イケダ　カズヒロ 札幌 修道館
33 佐藤　収次 サトウ　シュウジ 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館
34 鎌田　美樹 カマダ　ミキ 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館
35 秦野　智之 ハタノ　トモユキ 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館
36 神部　純子 ジンブ　ジュンコ 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館
37 菅原　貴 スガワラ　タカシ 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館
38 高橋　洋史 タカハシ　ヒロフミ 札幌 和道会札幌西支部
39 千田　深雪 チダ　ミユキ 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール

40 山本　直子 ヤマモト　ナオコ 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール

41 北山　裕基 キタヤマ　ヒロキ 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール

42 嵯峨　好子 サガ　ヨシコ 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール

43 千田　拳翔 チダ　ケンショウ 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール

44 原田　英紀 ハラダ　ヒデキ 札幌 寺田道場
45 板東　勲 バンドウ　イサオ 札幌 寺田道場
46 飯島　剛実 イイジマ　タケミ 札幌 寺田道場
47 寺田　夕子 テラダ　ユウコ 札幌 寺田道場
48 相場　貴達 アイバ　ヨシタツ 札幌 寺田道場
49 熊谷　国修 クマガイ　クニノブ 札幌 寺田道場
50 竹谷　昌之 タケヤ　マサユキ 札幌 養心館
51 田辺　巧 タナベ　タクミ 札幌 養心館
52 葛西　さゆり カサイ　サユリ 札幌 養心館
53 秦野　理恵 ハタノ　リエ 札幌 養心館
54 松岡　義彦 マツオカ　ヨシヒコ 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場
55 川口　富也 カワグチ　トミヤ 札幌 日本空手協会石狩支部
56 橋田　久美子 ハシダ　クミコ 札幌 山本道場



57 柴田　豊子 シバタ　トヨコ 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川
58 工藤　慎悟 クドウ　シンゴ 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川
59 河合　桂吾 カワイ　ケイゴ 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川
60 工藤　夏輝 クドウ　ナツキ 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川
61 岸本　識 キシモト　シオリ 旭川 ＩＫＯ剛柔流　魁星館
62 村上　之拓 ムラカミ　ヒデヒロ 旭川 ＩＫＯ剛柔流　魁星館
63 渡部　修 ワタナベ　オサム 旭川 誠和会神楽
64 木村　直友 キムラ　ナオトモ 小樽 北海道勧仁塾道場
65 田口　陽介 タグチ　ヨウスケ 小樽 北海道勧仁塾道場
66 田村　裕子 タムラ　ユウコ 小樽 拳誠塾
67 三浦　正義 ミウラ　マサヨシ 小樽 小松道場
68 北川　博章 キタガワ　ヒロアキ 小樽 錬空会
69 合田　秀人 ゴウダ　ヒデト 網走 女満別空手道協会
70 笹岡　彰仁 ササオカ　アキヒト 網走 興道舘
71 馬場　文弥 ババ　フミヤ 網走 興道舘
72 若井　勇人 ワカイ　ユウト 網走 興道舘
73 池端　恵 イケハタ　ケイ 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館
74 齋藤　貴章 サイトウ　タカユキ 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館
75 成田　傑 ナリタ　スグル 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館
76 見田　誠 ミタ　マコト 釧路 北海道松濤明武会
77 板屋　美枝 イタヤ　ミエ 釧路 北海道松濤明武会
78 伊藤　将史 イトウ　マサシ 釧路 北海道松濤明武会
79 笹原　孝一 ササハラ　コウイチ 釧路 北海道松濤明武会
80 高橋　秀義 タカハシ　ヒデヨシ 釧路 帝京大学空手道部OB会　一志会北海道本部
81 井上　裕章 イノウエ　ヒロアキ 釧路 真統館西春別
82 金本　満 カナモト　ミツル 釧路 真統館西春別
83 松濱　和枝 マツハマ　カズエ 空知 北海道木村道場
84 江尻　憲昭 エジリ　ノリアキ 空知 北海道木村道場
85 木村　匠 キムラ　タクミ 空知 北海道木村道場
86 松濱　莉央 マツハマ　リオ 空知 北海道木村道場
87 菰田　剛 コモダ　ツヨシ 千歳 空手之道世界連盟千歳
88 山口　一博 ヤマグチ　カズヒロ 千歳 太気会
89 小松　哲也 コマツ　テツヤ 千歳 太気会
90 坂本　佳紀 サカモト　ヨシキ 千歳 太気会
91 柴田　有紀 シバタ　ユキ 千歳 松濤館流空手道教育会　濤豊館
92 高橋　広明 タカハシ　ヒロアキ 十勝 日本空手松涛連盟　真統館
93 細川　郁子 ホソカワ　イクコ 十勝 日本空手松涛連盟　真統館
94 林　祥史 ハヤシ　ヤスシ 苫小牧 成空会川沿支部
95 八木　瑞樹 ヤギ　ミズキ 苫小牧 成空会川沿支部
96 宮下　容子 ミヤシタ　ヨウコ 苫小牧 誠章館静内
97 金澤　薫 カナザワ　カオル 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館
98 塩野谷　孝志 シオノヤ　タカシ 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館
99 竹内　楓人 タケウチ　フウト 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館

100 山中　綾華 ヤマナカ　アヤカ 函館 忠道塾
101 円馬　佳奈 エンマ　カナ 函館 和道流　北海道北星館
102 坪川　裕太 ツボカワ　ユウタ 函館 函館清晨塾
103 田村　旭 タムラ　アキラ 函館 熊石　勝栄館支部
104 門脇　謙哉 カドワキ　ケンヤ 函館 熊石　勝栄館支部
105 平澤　行男 ヒラサワ　ユキヲ 函館 北海道北星館支部　貴隆館道場
106 高野　敏行 タカノ　トシユキ 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場
107 三浦　隆 ミウラ　タカシ 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場
108 岸本　一樹 キシモト　カズキ 室蘭 日本空手道教育研究会　室蘭支部
109 高橋　知己 タカハシ　トモキ 室蘭 日本空手道教育研究会　室蘭支部


