
男子エントリー名簿　　　　　

NO 氏名 所属 NO 氏名 所属

1 田中　章元 日本松濤館空手道連盟　佛心塾 1 工藤　琉生 明空義塾札幌

2 松井　春磨 濤学館 2 橘井　奏汰 日本松濤館空手道連盟　佛心塾

3 口岩　龍ノ介 濤学館 3 本居　陽太 日本松濤館空手道連盟　佛心塾

4 笠原　結仁 修道館 4 神崎　晴衣 修道館

5 原田　航大朗 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 5 岩沢　匡哩 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館

6 木下　瑛登 寺田道場 6 日向寺　佑弥 ユヤーズ空手スクール

7 三橋　煌生 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 7 境　謙心 寺田道場

8 手倉　優之介 北海道勧仁塾道場 8 森　柊仁 寺田道場

9 四藤　彰人 北海道勧仁塾道場 9 土門　永弦 拳誠塾

10 髙野　陸 北海道勧仁塾道場 10 畑山　佳槻 女満別空手道協会

11 戸澤　佑太 北海道勧仁塾道場 11 川端　凛空 女満別空手道協会

12 合田　旺世 女満別空手道協会 12 愛沢　銀士 北海道松濤明武会

13 林　倖平 女満別空手道協会 13 川上　絢叶 北海道木村道場

14 岡久　明樹 輝心会 14 藤井　日希出 北海道木村道場

15 笹原　蒼真 北海道松濤明武会 15 春日　光晟 太気会

16 山本　隼太朗 北海道木村道場 16 宮下　慶士 誠章館静内

17 新沼　維月 成空会川沿支部 17 平澤　隆基 北海道北星館支部　貴隆館道場

18 新沼　奏汰 成空会川沿支部

19 門脇　琥我 熊石　勝栄館支部

20 秋本　青音 北海道北星館支部　貴隆館道場

NO 氏名 所属 NO 氏名 所属

1 林山　雄羽 明空義塾札幌 1 藤田　若葉 松涛会

2 五十嵐　悠仁 明空義塾札幌 2 太田口　結人 明空義塾札幌

3 池田　朔 修道館 3 堀　颯佑 明空義塾札幌

4 能登　息吹 寺田道場 4 野代　大貴 明空義塾札幌

5 葛西　太陽 養心館 5 荒木　逞 日本松濤館空手道連盟　佛心塾

6 四藤　颯人 北海道勧仁塾道場 6 谷岡　真太郎 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館

7 大浦　龍之進 北海道勧仁塾道場 7 上谷　海 ユヤーズ空手スクール

8 合田　秀誓 女満別空手道協会 8 池上　純 ユヤーズ空手スクール

9 畑中　颯太 柏悠会 9 中山　煌生 寺田道場

10 長友　純 柏悠会 10 熊谷　琉希 寺田道場

11 鈴木　太陽 柏悠会 11 吉村　洸 寺田道場

12 相澤　翔 柏悠会 12 森　奏仁 寺田道場

13 仁木　志音 柏悠会 13 中瀬　敦貴 寺田道場

14 長内　龍生 日本松涛館空手道連盟　志武館 14 葛西　雄星 養心館
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15 中町　侑愛 北海道松濤明武会 15 菊池　瑛太 誠和会神楽

16 岩﨑　輝生 北海道松濤明武会 16 田口　奏介 北海道勧仁塾道場

17 山本　航太朗 北海道木村道場 17 木藤　大介 拳誠塾

18 沢里　暖太 北海道木村道場 18 二石　旺輔 拳誠塾

19 渋木　陽向 北海道木村道場 19 笹岡　凌介 興道舘

20 成田　京平 北海道木村道場 20 近藤　有 興道舘

21 髙橋　奏多 成空会川沿支部 21 岡久　侑生 輝心会

22 成田　悠祐 成空会川沿支部 22 長内　蓮生 日本松涛館空手道連盟　志武館

23 新沼　蒼史 成空会川沿支部 23 渋木　愁介 北海道木村道場

24 小川　航輝 和道流　北海道北星館 24 原　桜史郎 太気会

25 山口　寛騎 太気会

26 春日　一晟 太気会

27 田中　玲冴 成空会川沿支部

28 漆原　亨亮 誠章館静内

29 門脇　駿翔 熊石　勝栄館支部

30 高野　翔暉 國際松濤館空手道連盟　藤島道場

NO 氏名 所属 NO 氏名 所属

1 林山　遥悟 明空義塾札幌 1 難波　大史 日本空手道　空月會　札幌月寒道場

2 松本　優心 明空義塾札幌 2 三島　歩連 日本空手道　空月會　札幌月寒道場

3 松本　泰心 明空義塾札幌 3 飯島　楓斗 明空義塾札幌

4 玉川　仁 明空義塾札幌 4 田中　隆元 日本松濤館空手道連盟　佛心塾

5 大森　蒼介 明空義塾札幌 5 荒屋　文士朗 濤学館

6 細川　颯人 日本松濤館空手道連盟　佛心塾 6 富樫　大太 寺田道場

7 辻　隼人 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 7 川村　光世 寺田道場

8 下山 率 ユヤーズ空手スクール 8 石川　碧音 寺田道場

9 池上　豪 ユヤーズ空手スクール 9 竹谷　元稀 養心館

10 大瀧　寛人 寺田道場 10 秦野　瑛翔 養心館

11 相場　柚祁 寺田道場 11 笹岡　那央 興道舘

12 山津　朔太郎 寺田道場 12 伊藤　恵介 北海道松濤明武会

13 渡部　伶人 誠和会神楽 13 笹原　聖也 北海道松濤明武会

14 小室　柊太 拳誠塾 14 松芳　昊海 成空会川沿支部

15 岩﨑　隆静 北海道松濤明武会 15 小川　柊太 日本空手松涛連盟　志濤館

16 三澤　結人 帝京大学空手道部OB会一志会北海道本部 16 円馬　睦仁 和道流　北海道北星館

17 玉井　励治 太気会 17 門脇　魁輝 熊石　勝栄館支部

18 粟野　瑞稀 成空会川沿支部 18 櫻谷　健汰 北海道北星館支部　貴隆館道場

19 平澤　陽基 北海道北星館支部　貴隆館道場
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NO 氏名 所属 NO 氏名 所属

1 竹田　亜蓮 明空義塾札幌 1 長沼　冬和 明空義塾札幌

2 藤井　純平 北海道平澤道場 2 有田　優生 北海道平澤道場

3 伊東　志堂 北海道平澤道場 3 三浦　礼誉 日本松濤館空手道連盟　佛心塾

4 村上　宥心 北海道平澤道場 4 板東　治蔵 寺田道場

5 池田　隼 修道館 5 中瀬　結貴 寺田道場

6 北山　颯人 ユヤーズ空手スクール 6 宮下　桃太 誠章館静内

7 下山 朔 ユヤーズ空手スクール 7 塩野谷　琉輝 日本空手松涛連盟　志濤館

8 相場　凌空 寺田道場

9 藤本　捷汰 寺田道場

10 佐藤　駆 寺田道場

11 能登　陽向 寺田道場

12 秦野　大翔 養心館

13 史　旭萌 養心館

14 田口　隆介 北海道勧仁塾道場

15 長内　琉生 日本松涛館空手道連盟　志武館

16 坂本　樹優 太気会

17 相澤　徠音 太気会

18 山口　拓海 太気会

19 林　依吹 成空会川沿支部

20 中野　琉生 成空会川沿支部

21 田村　歩士 熊石　勝栄館支部

22 小野　惺也 國際松濤館空手道連盟　藤島道場
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