
第16回彩の国杯全国中学生空手道選抜大会北海道予選

監督

地区 団体名 氏名 カナ氏名

1 札幌 空月會 大東　純 オオヒガシ　ジュン
2 札幌 空月會 田中　弘行 タナカ　ヒロユキ
3 札幌 空月會 村中　義仁 ムラナカ　ヨシヒト
4 札幌 明空義塾札幌 野代　勇 ノシロ　イサム
5 札幌 明空義塾札幌 五十嵐　秀一 イガラシ　シュウイチ
6 札幌 明空義塾札幌 齋藤　文康 サイトウ　フミヤス
7 札幌 明空義塾札幌 望月　秀樹 モチヅキ　ヒデキ
8 札幌 明空義塾札幌 望月　千晶 モチヅキ　チアキ
9 札幌 明空義塾札幌 竹田　健悟 タケダ　ケンゴ

10 札幌 明空義塾札幌 飯島　雅志 イイジマ　マサシ
11 札幌 明空義塾札幌 野代　友美 ノシロ　トモミ
12 札幌 明空義塾札幌 太田　帆南 オオタ　ホナミ
13 札幌 明空義塾札幌 南保　咲空 ナンポ　サクラ
14 札幌 明空義塾札幌 内河　華苗 ウチカワ　カナエ
15 札幌 佛心塾 本居　健 モトイ　タケシ
16 札幌 佛心塾 播磨　真衣 ハリマ　マイ
17 札幌 佛心塾 上村　奈央 ウエムラ　ナオ
18 札幌 濤学館 荒屋　知一 アラヤ　トモカズ
19 札幌 濤学館 桐生　伸也 キリュウ　シンヤ
20 札幌 濤学館 松井　恵理奈 マツイ　エリナ
21 札幌 修道館 池田　和宏 イケダ　カズヒロ
22 札幌 誠道館 佐藤　収次 サトウ　シュウジ
23 札幌 誠道館 鎌田　美樹 カマダ　ミキ
24 札幌 誠道館 秦野　智之 ハタノ　トモユキ
25 札幌 誠道館 神部　純子 ジンブ　ジュンコ
26 札幌 誠道館 菅原　貴 スガワラ　タカシ
27 札幌 和道会札幌西支部 永谷　剛也 ナガタニ　タケヤ
28 札幌 ユヤーズ空手スクール 丸　範子 マル　ノリコ
29 札幌 ユヤーズ空手スクール 千田　深雪 チダ　ミユキ
30 札幌 ユヤーズ空手スクール 北山　裕基 キタヤマ　ヒロキ
31 札幌 ユヤーズ空手スクール 上谷　寿恵 ウエタニ　コトエ
32 札幌 ユヤーズ空手スクール 千田　拳翔 チダ　ケンショウ
33 札幌 ユヤーズ空手スクール 北山　凌也 キタヤマ　リョウヤ
34 札幌 ユヤーズ空手スクール 千田　紗季里 チダ　サギリ
35 札幌 寺田道場 原田　英紀 ハラダ　ヒデキ
36 札幌 寺田道場 板東　勲 バンドウ　イサオ
37 札幌 寺田道場 藤本　恵吾 フジモト　ケイゴ
38 札幌 寺田道場 谷坂　俊典 タニサカ　トシノリ
39 札幌 寺田道場 飯島　剛実 イイジマ　タケミ
40 札幌 寺田道場 寺田　夕子 テラダ　ユウコ
41 札幌 寺田道場 相場　貴達 アイバ　ヨシタツ
42 札幌 寺田道場 熊谷　国修 クマガイ　クニノブ
43 札幌 寺田道場 本間　鈴音 ホンマ　スズネ
44 札幌 養心館 竹谷　昌之 タケヤ　マサユキ
45 札幌 養心館 竹谷　恵美子 タケヤ　エミコ
46 札幌 養心館 田辺　巧 タナベ　タクミ
47 札幌 養心館 秦野　理恵 ハタノ　リエ
48 旭川 濤豊館　旭川 柴田　豊子 シバタ　トヨコ
49 旭川 濤豊館　旭川 工藤　慎悟 クドウ　シンゴ
50 旭川 濤豊館　旭川 工藤　夏輝 クドウ　ナツキ
51 旭川 濤豊館　旭川 児嶋　空 コジマ　ソラ
52 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　陽介 タグチ　ヨウスケ



53 小樽 拳誠塾 田村　裕子 タムラ　ユウコ
54 小樽 錬空会 北川　博章 キタガワ　ヒロアキ
55 網走 興道舘 笹岡　彰仁 ササオカ　アキヒト
56 網走 興道舘 馬場　文弥 ババ　フミヤ
57 網走 興道舘 若井　勇人 ワカイ　ユウト
58 釧路 志武館 池端　恵 イケハタ　ケイ
59 釧路 志武館 齋藤　貴章 サイトウ　タカユキ
60 釧路 志武館 長内　佑輔 オサナイ　ユウスケ
61 釧路 北海道糸東会 標茶支部 清澄館 渡邊　勝亮 ワタナベ　マサアキ
62 釧路 北海道松濤明武会 佐藤　和明 サトウ　カズアキ
63 釧路 北海道松濤明武会 見田　誠 ミタ　マコト
64 釧路 北海道松濤明武会 板屋　美枝 イタヤ　ミエ
65 釧路 北海道松濤明武会 笹原　孝一 ササハラ　コウイチ
66 空知 北海道木村道場 木村　学 キムラ　マナブ
67 千歳 空手之道世界連盟千歳 伊阪　正行 イサカ　マサユキ
68 千歳 太気会 山口　一博 ヤマグチ　カズヒロ
69 千歳 太気会 小松　哲也 コマツ　テツヤ
70 千歳 太気会 蛯澤　麻鈴 エビサワ　マリン
71 千歳 太気会 坂本　佳紀 サカモト　ヨシキ
72 苫小牧 成空会川沿支部 林　祥史 ハヤシ　ヤスシ
73 苫小牧 成空会川沿支部 岡田　泰彰 オカダ　ヒロアキ
74 苫小牧 成空会川沿支部 八木　瑞樹 ヤギ　ミズキ
75 苫小牧 誠章館静内 坂本　勇二 サカモト　ユウジ
76 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館 金澤　薫 カナザワ　カオル
77 函館 忠道塾 山中　綾華 ヤマナカ　アヤカ
78 函館 和道流　北海道北星館 円馬　佳奈 エンマ　カナ
79 函館 函館清晨塾 坪川　裕太 ツボカワ　ユウタ
80 函館 熊石　勝栄館支部 田村　旭 タムラ　アキラ
81 函館 熊石　勝栄館支部 門脇　謙哉 カドワキ　ケンヤ
82 函館 北海道北星館支部　貴隆館道場 平澤　行男 ヒラサワ　イクオ
83 函館 北海道北星館支部　貴隆館道場 和泉　貴旭 イズミ　タカアキ
84 室蘭 藤島道場 高野　敏行 タカノ　トシユキ
85 室蘭 藤島道場 三浦　隆 ミウラ　タカシ
86 室蘭 日本空手道教育研究会　室蘭支部 岸本　一樹 キシモト　カズキ
87 室蘭 日本空手道教育研究会　室蘭支部 高橋　知己 タカハシ　トモキ
87 札幌 平澤道場 平澤　陽一 ヒラサワ　ヨウイチ
87 札幌 平澤道場 篠崎　伸太郎 シノザキ　シンタロウ
87 札幌 平澤道場 藤井　慎治 フジイ　シンジ
87 札幌 平澤道場 荒木　祐 アラキ　ユウ
87 札幌 平澤道場 松下　哲也 マツシタ　テツヤ


