
個人番号 団体番号 団体名称 氏名(姓) 氏名(名) 氏名読み(姓) 氏名読み(名)

8034 8 北櫻館 加藤 りおな ｶﾄｳ ﾘｵﾅ
129 9 明空義塾札幌 南保 咲空 ﾅﾝﾎﾟ ｻｸﾗ
196 9 明空義塾札幌 三浦 彩花 ﾐｳﾗ ｻﾔｶ

4798 9 明空義塾札幌 望月 秀樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ
296 18 空手道　拳忍会 佐々木 光一 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ
298 19 コナミスポーツクラブ白石 伊藤 健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ
319 22 日本空手松涛連盟真統館札幌 前田 隼 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ
352 23 札幌道新空手道教室 松尾 浩見 ﾏﾂｵ ﾋﾛﾐ

8988 26 日本空手協会札幌中央支部 大畑 能成 ｵｵﾊﾀ ﾖｼﾅﾘ
383 27 日本空手協会札幌西支部 嘉多山 擴 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾑ
397 28 日本松濤館空手道連盟　佛心塾 三浦 由愛 ﾐｳﾗ ﾕｲﾅ
417 30 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 河合 桂吾 ｶﾜｲ ｹｲｺﾞ

8771 30 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 工藤 慎悟 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ
8772 30 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 河合 桂吾 ｶﾜｲ ｹｲｺﾞ
5355 31 拳心流空手道　誠心館 柳瀬 祐希 ﾔﾅｾ ﾕｳｷ
449 32 国際玄制流空手道連盟武徳会北海道本部 井戸川 峰行 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ﾐﾈﾕｷ
461 32 国際玄制流空手道連盟武徳会北海道本部 森川 朝恵 ﾓﾘｶﾜ ｱｻｴ

6146 37 修道館 荒井 勇雄 ｱﾗｲ ｲｻｵ
7023 37 修道館 池田 朔 ｲｹﾀﾞ ｻｸ
667 40 修道館 厚別 荒木 紀音 ｱﾗｷ ｺﾄﾈ

4918 41 修道館　中央 宇田川 翔琉 ｳﾀｶﾞﾜ ｶｲﾘ
4919 41 修道館　中央 相場 凌空 ｱｲﾊﾞ ﾘｸ
4013 45 王子製紙空手道部 青沼 俊幸 ｱｵﾇﾏ ﾄｼﾕｷ
6856 48 成空会川沿支部 松芳 昊海 ﾏﾂﾖｼ ﾋﾛﾐ
6862 48 成空会川沿支部 成田 悠祐 ﾅﾘﾀ ﾕｳｽｹ
5854 49 札幌北斗空手道明倫館 宮崎 玲 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲ
9030 50 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 静 蓮翔 ｼｽﾞｶ ﾚﾝﾄ
8225 53 ＩＫＯ剛柔流　魁星館 佐藤根 凜奈 ｻﾄﾈ ﾘﾝﾅ
975 58 和道流空手道連盟旭川支部 谷村 和信 ﾀﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾌﾞ
986 60 和道会札幌西支部 千葉 結依 ﾁﾊﾞ ﾕｲ

8489 70 忠道塾 山中 綾華 ﾔﾏﾅｶ ｱﾔｶ
7909 72 誠章館 村上 駿 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝ
1123 73 函館尚空館 築井 邦也 ﾁｸｲ ｸﾆﾔ
6703 74 和道流　江差支部 前田 隼 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ
8631 74 和道流　江差支部 平松 姫衣 ﾋﾗﾏﾂ ﾒｲ
1140 75 博祐塾 入江 祐要 ｲﾘｴ ｽｹﾄｼ
7741 77 琴似武道館 小林 貴之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ
1403 78 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 高橋 哲夫 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ
5892 78 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 中村 利弥 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾔ
7747 78 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 町田 悠真 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ
8260 78 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 齊木 百佳 ｻｲｷ ﾓﾓｶ
8265 78 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 井川 真輝 ｲｶﾞﾜ ﾏｻｷ
5278 79 寺田道場 板東 勲 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｲｻｵ
8547 79 寺田道場 友久 凛香 ﾄﾓﾋｻ ﾘﾝｶ
8550 79 寺田道場 中村 皇斗 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾄ
8553 79 寺田道場 郷地 琉斗 ｺﾞｳﾁ ﾘｭｳﾄ
8557 79 寺田道場 渡邉 陽太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ
1246 81 和道流空手道連盟誠和会旭川支部 西尾 拓也 ﾆｼｵ ﾀｸﾔ
6631 90 日本空手松涛連盟　志濤館 速水 理桜 ﾊﾔﾐ ﾘｵ
8522 97 常明館 藤原 望 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ
1588 99 北海道糸東会 標茶支部 清澄館 長坂 浩行 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛﾕｷ
7149 99 北海道糸東会 標茶支部 清澄館 渡邊 勝亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ
3363 101 駒澤大学附属苫小牧高等学校 駒井 克彦 ｺﾏｲ ｶﾂﾋｺ
1599 102 網走空手道協会 熊谷 天音 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾏﾈ
7882 102 網走空手道協会 関 くるみ ｾｷ ｸﾙﾐ
1686 103 旭川明成高等学校 多田 頼輝 ﾀﾀﾞ ﾗｲｷ
6364 117 希望塾　南 有馬 宏 ｱﾘﾏ ﾋﾛｼ
1803 121 日本空手道丸與志曾　南支部 中野 耕一 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁ



4780 126 養心館 葛西 亜月 ｶｻｲ ｱﾂｷ
1849 127 札幌空手道倶楽部中央 佐藤 孝 ｻﾄｳ ﾀｶｼ
1871 130 北海道木村道場 藤井 有多琉 ﾌｼﾞｲ ｱﾀﾙ
3169 130 北海道木村道場 鵜木 蒼昊 ｳﾉｷ ｿﾗ
3170 130 北海道木村道場 鵜木 柊羽 ｳﾉｷ ｼｭｳ
3173 130 北海道木村道場 木村 匠 ｷﾑﾗ ﾀｸﾐ
4124 130 北海道木村道場 鵜木 蒼昊 ｳﾉｷ ｿﾗ
4125 130 北海道木村道場 鵜木 柊羽 ｳﾉｷ ｼｭｳ
7052 130 北海道木村道場 渋木 陽向 ｼﾌﾞｷ ﾋﾅﾀ
8349 130 北海道木村道場 松濱 和枝 ﾏﾂﾊﾏ ｶｽﾞｴ
4799 135 江戸道場 工藤 伸平 ｸﾄﾞｳ ｼﾝﾍﾟｲ
8634 136 北海道松濤明武会 加美山 銀時 ｶﾐﾔﾏ ｷﾞﾝｼﾞ
8636 136 北海道松濤明武会 三野宮 壮 ｻﾝﾉﾐﾔ ｿｳ
1960 137 七尾道場 田中 聖子 ﾀﾅｶ ｾｲｺ
3923 137 七尾道場 下田 京珠 ｼﾓﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
7628 137 七尾道場 宍戸 姫奈 ｼｼﾄﾞ ﾋﾅ
2532 138 和道流　函館中央支部 佐田 怜優 ｻﾀﾞ ﾚｲｶ
8825 138 和道流　函館中央支部 神垣 優 ｶﾐｶﾞｷ ﾕｳ
2018 139 北海道勧仁塾道場 石川 周亨 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ
2019 139 北海道勧仁塾道場 前田 泰秀 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ

74 142 北海道岩内高等学校 滝澤 知己 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
100 150 北海道札幌啓成高等学校 坂部 圭威 ｻｶﾍﾞ ｶｲ

2263 150 北海道札幌啓成高等学校 蛯澤 麻鈴 ｴﾋﾞｻﾜ ﾏﾘﾝ
8467 160 太気会 藤澤 通浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾁﾋﾛ
8857 162 北海道科学大学高等学校 前川 滉明 ﾏｴｶﾜ ｺｳﾒｲ
8196 164 札幌工業高等学校 名取 心 ﾅﾄﾘ ｼﾝ
2388 169 北海道文教大学　空手道部 南澤 徹 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾄｵﾙ
8842 175 北海道北見柏陽高校 川村 空 ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ
2970 176 北海道網走南ヶ丘高等学校 藤田 忠義 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞﾖｼ
7003 182 全日本空手道　剛心会 宮﨑 真衣 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ
2940 194 錬空会 東本 優月 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ
1323 195 北海道恵庭南高等学校 松橋 徹太 ﾏﾂﾊｼ ﾃｯﾀ
2785 196 和道流空手道連盟 帯広支部 鈴木 慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ
7725 196 和道流空手道連盟 帯広支部 佐野 綾音 ｻﾉ ｱﾔﾈ
8799 196 和道流空手道連盟 帯広支部 窪田 莉子 ｸﾎﾞﾀ ﾘｺ
4839 197 北海道札幌北高等学校空手道部 計良 拓実 ｹｲﾗ ﾀｸﾐ
6385 202 北海道札幌手稲高等学校 松濱 莉央 ﾏﾂﾊﾏ ﾘｵ
8786 202 北海道札幌手稲高等学校 田中 琳菜 ﾀﾅｶ ﾘﾝﾅ
8787 202 北海道札幌手稲高等学校 佐藤 日和 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ
2817 210 本別空手道連盟 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ
3256 231 札幌医科大学空手道部 佐々木 利敦 ｻｻｷ ﾄｼｱﾂ
2122 232 北海道科学大学空手道部 泉野 湧丞 ｲｽﾞﾐﾉ ﾕｳｽｹ
6843 232 北海道科学大学空手道部 市澤 侑弥 ｲﾁｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
3306 235 丸與志舘道場石狩支部 岡本 沙耶佳 ｵｶﾓﾄ ｻﾔｶ
3466 248 北海道糸東会　練武館 山本 誉大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
8796 248 北海道糸東会　練武館 西根 裕俐 ﾆｼﾈ ﾕｳﾘ
3511 253 和道流　小平支部 勝原 盛 ｶﾂﾊﾗ ｻｶﾘ
3595 259 羅臼空手道クラブ 望月 あかり ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｶﾘ
3605 261 北海道別海高等学校 北澤 文音 ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾔﾈ
6790 262 北海道釧路湖陵高等学校 望月 あかり ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｶﾘ
5753 279 柏悠会 佐々木 翔太 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ
9022 300 北海道札幌東高等学校 永谷 剛也 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀｹﾔ
8449 343 遺愛女子中学校 佐々木 英二 ｻｻｷ ｴｲｼﾞ
7981 344 熊石　勝栄館支部 門脇 謙哉 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝﾔ
8520 344 熊石　勝栄館支部 能登谷 夢月 ﾉﾄﾔ ﾕﾂﾞｷ
6255 346 誠和会神楽 渡部 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ


