
監督
地区 団体名 監督氏名 フリガナ

1 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場 難波　秀樹 ナンバ　ヒデキ
2 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場 大東　純 オオヒガシ　ジュン
3 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場 田中　弘行 タナカ　ヒロユキ
4 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場 村中　優里 ムラナカ　ユウリ
5 札幌 日本空手道　空月會　札幌月寒道場 三島　歩連 ミシマ　アレン
6 札幌 松涛会 藤田　朋樹 フジタ　トモキ
7 札幌 明空義塾札幌 野代　勇 ノシロ　イサム
8 札幌 明空義塾札幌 五十嵐　秀一 イガラシ　シュウイチ
9 札幌 明空義塾札幌 大森　雅光 オオモリ　マサミツ

10 札幌 明空義塾札幌 長沼　貴也 ナガヌマ　タカヤ
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 坪田　隆史 ツボタ　タカシ
13 札幌 明空義塾札幌 堀　佑介 ホリ　ユウスケ
14 札幌 明空義塾札幌 太田　帆南 オオタ　ホナミ
15 札幌 明空義塾札幌 南保　咲空 ナンポ　サクラ
16 札幌 明空義塾札幌 長沼　冬和 ナガヌマ　トワ
17 札幌 明空義塾札幌 五十嵐　心羽 イガラシ　コトハ
18 札幌 明空義塾札幌 太田口　結香 オオタグチ　ユイカ
19 札幌 明空義塾札幌 内河　環季 ウチカワ　タマキ
20 札幌 明空義塾札幌 野代　翔太 ノシロ　ショウタ
21 札幌 明空義塾札幌 内河　華苗 ウチカワ　カナエ
22 札幌 空真塾北道場 成田　裕之 ナリタ　ヒロユキ
23 札幌 空真塾北道場 髙橋　直樹 タカハシ　ナオキ
24 札幌 空真塾北道場 赤羽　拓也 アカハネ　タクヤ
25 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 藤井　慎治 フジイ　シンジ
26 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 松下　哲也 マツシタ　テツヤ
27 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 小泉　信之 コイズミ　ノブユキ
28 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 篠崎　伸太郎 シノザキ　シンタロウ
29 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 平澤　陽一 ヒラサワ　ヨウイチ
30 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 荒木　祐 アラキ　ユウ
31 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 田中　康彬 タナカ　ヤスアキ
32 札幌 國際松濤館空手道連盟　北海道平澤道場 小泉　若子 コイズミ　ワカコ
33 札幌 日本松濤館空手道連盟　佛心塾 本居　健 モトイ　タケシ
34 札幌 日本松濤館空手道連盟　佛心塾 播磨　真衣 ハリマ　マイ
35 札幌 日本松濤館空手道連盟　佛心塾 上村　奈央 ウエムラ　ナオ
36 札幌 濤学館 山口　友紀 ヤマグチ　ユキ
37 札幌 濤学館 品田　直子 シナダ　ナオコ
38 札幌 濤学館 保谷　公訓 ヤスタニ　キミノリ
39 札幌 濤学館 伊達　秀子 ダテ　ヒデコ
40 札幌 濤学館 荒屋　久美子 アラヤ　クミコ
41 札幌 濤学館 口岩　竜馬 クチイワ　リュウマ
42 札幌 濤学館 荒屋　知一 アラヤ　トモカズ
43 札幌 濤学館 桐生　伸也 キリュウ　シンヤ
44 札幌 濤学館 高田　幸江 タカダ　サチエ
45 札幌 濤学館 口岩　寛子 クチイワ　ヒロコ
46 札幌 濤学館 松井　恵理奈 マツイ　エリナ
47 札幌 濤学館 行方　莉沙 ナメカタ　リサ
48 札幌 修道館 小沢　友信 オザワ　トモノブ
49 札幌 修道館 池田　和宏 イケダ　カズヒロ
50 札幌 修道館 唐原　元嗣 トウハラ　モトツグ
51 札幌 修道館 梅津　俊雄 ウメツ　トシオ
52 札幌 修道館 神崎　嘉仁 カンザキ　ヨシヒト
53 札幌 修道館 池田　隼 イケダ　シュン
54 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 佐藤　収次 サトウ　シュウジ
55 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 鎌田　美樹 カマダ　ミキ
56 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 秦野　智之 ハタノ　トモユキ
57 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 岩沢　玲子 イワサワ　レイコ
58 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 神部　純子 ジンブ　ジュンコ



59 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 菅原　貴 スガワラ　タカシ
60 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 原田　一矢 ハラダ　カズヤ
61 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 辻　英憲 ツジ　ヒデノリ
62 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 上杉　恵子 ウエスギ　ケイコ
63 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 上杉　研二 ウエスギ　ケンジ
64 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 鎌田　海憂 カマダ　ミユウ
65 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 秦野　航 ハタノ　コウ
66 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 笠原　礼人 カサハラ　レイト
67 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 神部　滉聖 ジンブ　コウセイ
68 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 早川　六花 ハヤカワ　リッカ
69 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 鎌田　國亜 カマダ　コクア
70 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 菅原　弥 スガワラ　ワタル
71 札幌 ユヤーズ空手スクール 山本　直子 ヤマモト　ナオコ
72 札幌 ユヤーズ空手スクール 上谷　寿恵 ウエタニ　コトエ
73 札幌 ユヤーズ空手スクール 日向寺　秀雄 ヒュウガジ　ヒデオ
74 札幌 ユヤーズ空手スクール 嵯峨　好子 サガ　ヨシコ
75 札幌 ユヤーズ空手スクール 千田　拳翔 チダ　ケンショウ
76 札幌 ユヤーズ空手スクール 千田　紗季里 チダ　サギリ
77 札幌 ユヤーズ空手スクール 花田　蘭 ハナダ　ラン
78 札幌 ユヤーズ空手スクール 下山　朔 シモヤマ　サク
79 札幌 ユヤーズ空手スクール 北山　颯人 キタヤマ　ハヤト
80 札幌 ユヤーズ空手スクール 上谷　海優 ウエタニ　ミヒロ
81 札幌 ユヤーズ空手スクール 新田　大河 ニッタ　タイガ
82 札幌 ユヤーズ空手スクール 花田　聖 ハナダ　ヒジリ
83 札幌 寺田道場 原田　英紀 ハラダ　ヒデキ
84 札幌 寺田道場 中山　剛敏 ナカヤマ　タケトシ
85 札幌 寺田道場 山津　卓也 ヤマツ　タクヤ
86 札幌 寺田道場 吉村　仁 ヨシムラ　ヒトシ
87 札幌 寺田道場 武田　章義 タケダ　アキヨシ
88 札幌 寺田道場 谷坂　俊典 タニサカ　トシノリ
89 札幌 寺田道場 森　和穂 モリ　カズホ
90 札幌 寺田道場 宮口　隆司 ミヤグチ　タカシ
91 札幌 寺田道場 飯島　剛実 イイジマ　タケミ
92 札幌 寺田道場 寺田　夕子 テラダ　ユウコ
93 札幌 寺田道場 相場　貴達 アイバ　ヨシタツ
94 札幌 寺田道場 山北　峰子 ヤマキタ　ミネコ
95 札幌 寺田道場 熊谷　国修 クマガイ　クニノブ
96 札幌 寺田道場 木下　恭一 キノシタ　キョウイチ
97 札幌 寺田道場 杉本　富武 スギモト　トム
98 札幌 寺田道場 杉本　絵里香 スギモト　エリカ
99 札幌 寺田道場 木下　佳奈 キノシタ　カナ

100 札幌 寺田道場 土岐　阿依佳 トキ　アイカ
101 札幌 寺田道場 板東　治蔵 バンドウ　タイゾウ
102 札幌 寺田道場 中瀬　結貴 ナカセ　ユウキ
103 札幌 寺田道場 大瀧　慶人 オオタキ　ケイト
104 札幌 寺田道場 堀　凜太朗 ホリ　リンタロウ
105 札幌 寺田道場 飯島　太陽 イイジマ　タイヨウ
106 札幌 寺田道場 相場　凌空 アイバ　リク
107 札幌 寺田道場 藤本　捷汰 フジモト　ハヤタ
108 札幌 寺田道場 大山　航平 オオヤマ　コウヘイ
109 札幌 寺田道場 佐藤　駆 サトウ　カケル
110 札幌 寺田道場 能登　陽向 ノト　ヒナタ
111 札幌 寺田道場 長谷部　さくら ハセベ　サクラ
112 札幌 寺田道場 大瀧　寧々 オオタキ　ネネ
113 札幌 寺田道場 熊谷　凛樹 クマガイ　リンキ
114 札幌 寺田道場 川村　光世 カワムラ　コウセイ
115 札幌 寺田道場 谷坂　和音 タニサカ　ワオン
116 札幌 養心館 佐藤　有美子 サトウ　ユミコ
117 札幌 養心館 葛西　亜月 カサイ　アツキ
118 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 平須賀　憲祐 ヒラスガ　ケンスケ
119 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 平須賀　逸珠 ヒラスガ　ハツミ



120 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 三橋　由希 ミツハシ　ユキ
121 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 松岡　義彦 マツオカ　ヨシヒコ
122 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 北原　聖佳子 キタハラ　ミカコ
123 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 北原　鉄平 キタハラ　テッペイ
124 札幌 ＪＫＳ誠拳塾 江別道場 齊藤　佳美 サイトウ　ヨシミ
125 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 柴田　豊子 シバタ　トヨコ
126 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 工藤　慎悟 クドウ　シンゴ
127 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 工藤　夏輝 クドウ　ナツキ
128 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 児嶋　海 コジマ　カイ
129 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 鈴木　建行 スズキ　タテユキ
130 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 三上　由隼 ミカミ　ユイト
131 旭川 松濤館流空手道教育会濤豊館　旭川 児嶋　空 コジマ　ソラ
132 旭川 ＩＫＯ剛柔流　魁星館 安齋　ともみ アンザイ　トモミ
133 旭川 ＩＫＯ剛柔流　魁星館 塚本　里美 ツカモト　サトミ
134 旭川 ＩＫＯ剛柔流　魁星館 佐藤根　沙知 サトネ　サチ
135 旭川 ＩＫＯ剛柔流　魁星館 新川　美穂 シンカワ　ミホ
136 旭川 ＩＫＯ剛柔流　魁星館 村上　泰都 ムラカミ　タイト
137 旭川 常明館 益塚　幸恵 マスヅカ　ユキエ
138 旭川 常明館 追出町　希 オイデマチ　ノゾミ
139 旭川 常明館 佐藤　早耶香 サトウ　サヤカ
140 旭川 常明館 藤原　望 フジワラ　ノゾミ
141 旭川 常明館 北川　佳奈 キタガワ　カナ
142 旭川 誠和会神楽 渡部　修 ワタナベ　オサム
143 旭川 誠和会神楽 加藤　雅也 カトウ　マサヤ
144 小樽 北海道勧仁塾道場 山村　弘一 ヤマムラ　コウイチ
145 小樽 北海道勧仁塾道場 前田　泰秀 マエダ　ヤスヒデ
146 小樽 北海道勧仁塾道場 木村　直友 キムラ　ナオトモ
147 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　陽介 タグチ　ヨウスケ
148 小樽 北海道勧仁塾道場 大浦　達也 オオウラ　タツヤ
149 小樽 北海道勧仁塾道場 四藤　大介 ヨツフジ　ダイスケ
150 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　隆介 タグチ　リュウスケ
151 小樽 北海道勧仁塾道場 木村　友哉 キムラ　ユウヤ
152 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　俊介 タグチ　シュンスケ
153 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　陽菜 タグチ　ヒナ
154 小樽 拳誠塾 鈴木　忠勝 スズキ　タダカツ
155 小樽 拳誠塾 二石　晋太郎 フタイシ　シンタロウ
156 小樽 拳誠塾 小室　大介 コムロ　ダイスケ
157 小樽 小松道場 水品　翔 ミズシナ　ショウ
158 小樽 小松道場 三浦　正義 ミウラ　マサヨシ
159 網走 女満別空手道協会 林　あや ハヤシ　アヤ
160 網走 女満別空手道協会 三村　淳良 ミムラ　アツヨシ
161 網走 女満別空手道協会 畑山　沢 ハタヤマ　サワ
162 網走 女満別空手道協会 合田　秀人 ゴウダ　ヒデト
163 網走 女満別空手道協会 田内　幸 タウチ　ユキ
164 網走 興道舘 笹岡　彰仁 ササオカ　アキヒト
165 網走 興道舘 若井　勇人 ワカイ　ユウト
166 網走 興道舘 及川　里音 オイカワ　サトネ
167 網走 興道舘 櫻木　雪姫乃 サクラギ　ユキノ
168 網走 興道舘 笹岡　那央 ササオカ　ナオ
169 網走 柏悠会 大野　善久 オオノ　ヨシヒサ
170 網走 柏悠会 高橋　賢次 タカハシ　ケンジ
171 網走 柏悠会 鈴木　真紀 スズキ　マキ
172 網走 柏悠会 高橋　牧子 タカハシ　マキコ
173 網走 柏悠会 鈴木　寛行 スズキ　ヒロユキ
174 網走 柏悠会 渡邊　力 ワタナベ　チカラ
175 網走 柏悠会 細川　琢也 ホソカワ　タクヤ
176 網走 柏悠会 仁木　康好 ニキ　ヤスヨシ
177 網走 柏悠会 長友　美愛子 ナガトモ　ミエコ
178 網走 柏悠会 蛯子　法世 エビコ　ノリヨ



179 網走 輝心会 太田　沙織 オオタ　サオリ
180 網走 輝心会 岡久　ちえみ オカヒサ　チエミ
181 網走 輝心会 飛島　映里 トビシマ　エリ
182 網走 輝心会 中川　憲次郎 ナカガワ　ケンジロウ
183 網走 興部高等学校 加藤　青空 カトウ　ソラ
184 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 齋藤　貴章 サイトウ　タカユキ
185 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 中城　英男 ナカジョウ　ヒデオ
186 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 筒井　拓哉 ツツイ　タクヤ
187 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 香田　亮介 コウダ　リョウスケ
188 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 宮﨑　愛 ミヤザキ　メグミ
189 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 長内　佑輔 オサナイ　ユウスケ
190 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 松本　卓 マツモト　タク
191 釧路 日本松涛館空手道連盟　志武館 長内　琉生 オサナイ　ルイ
192 釧路 北海道松濤明武会 佐藤　和明 サトウ　カズアキ
193 釧路 北海道松濤明武会 見田　誠 ミタ　マコト
194 釧路 北海道松濤明武会 稲岡　俊一 イナオカ　シュンイチ
195 釧路 北海道松濤明武会 笹原　亜也花 ササハラ　アヤカ
196 釧路 北海道松濤明武会 見田　心 ミタ　ココロ
197 釧路 北海道松濤明武会 笹原　聖也 ササハラ　セイヤ
198 釧路 北海道糸東会　勇真塾 鈴木　真也 スズキ　シンヤ
199 釧路 北海道糸東会　勇真塾 鈴木　ゆかり スズキ　ユカリ
200 釧路 羅臼空手道クラブ 大滝　勲 オオタキ　イサオ
201 釧路 羅臼空手道クラブ 小川　雅勝 オガワ　マサカツ
202 釧路 帝京大学空手道部OB会　一志会北海道本部三澤　英子 ミサワ　ヒデコ
203 釧路 帝京大学空手道部OB会　一志会北海道本部倉地　良 クラチ　リョウ
204 千歳 空手之道世界連盟千歳 伊阪　正行 イサカ　マサユキ
205 千歳 太気会 玉井　彰 タマイ　アキラ
206 千歳 太気会 遠山　亜希子 トオヤマ　アキコ
207 千歳 太気会 藤澤　通浩 フジサワ　ミチヒロ
208 千歳 太気会 山口　一博 ヤマグチ　カズヒロ
209 千歳 太気会 小松　哲也 コマツ　テツヤ
210 千歳 太気会 蛯澤　麻鈴 エビサワ　マリン
211 千歳 太気会 坂本　佳紀 サカモト　ヨシキ
212 十勝 日本空手松涛連盟　真統館 小林　隆啓 コバヤシ　タカヒロ
213 十勝 日本空手松涛連盟　真統館 山口　幸恵 ヤマグチ　ユキエ
214 十勝 本別空手道連盟 佐藤　洋子 サトウ　ヨウコ
215 十勝 本別空手道連盟 松井　一紀 マツイ　カズキ
216 十勝 本別空手道連盟 長尾　哲也 ナガオ　テツヤ
217 十勝 本別空手道連盟 山下　竜也 ヤマシタ　タツヤ
218 十勝 本別空手道連盟 鈴木　譲 スズキ　ユズル
219 十勝 本別空手道連盟 鈴木　育英 スズキ　イクヒデ
220 苫小牧 成空会川沿支部 粟野　勝裕 アワノ　カツヒロ
221 苫小牧 成空会川沿支部 髙橋　孝尚 タカハシ　タカナオ
222 苫小牧 成空会川沿支部 新沼　洋帆 ニイヌマ　ヒロホ
223 苫小牧 成空会川沿支部 中村　嘉伸 ナカムラ　ヨシノブ
224 苫小牧 成空会川沿支部 八木　瑞樹 ヤギ　ミズキ
225 苫小牧 誠章館静内 坂本　勇二 サカモト　ユウジ
226 苫小牧 誠章館静内 漆原　左矢子 ウルシハラ　サヤコ
227 苫小牧 誠章館静内 宮下　容子 ミヤシタ　ヨウコ
228 苫小牧 誠章館静内 宮下　桃太 ミヤシタ　モモタ
229 苫小牧 誠章館静内 漆原　佑香 ウルシハラ　ユウカ
230 苫小牧 日本空手道泊親会　北海道　秀聖塾 駒木　千里 コマキ　チサト
231 苫小牧 日本空手道泊親会　北海道　秀聖塾 上野　綾香 ウエノ　アヤカ
232 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館 金澤　薫 カナザワ　カオル
233 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館 速水　慎一郎 ハヤミ　シンイチロウ
234 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館 塩野谷　孝志 シオノヤ　タカシ
235 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館 平岡　亜弥 ヒラオカ　アヤ
236 苫小牧 日本空手松涛連盟　志濤館 塩野谷　琉輝 シオノヤ　リュウキ
237 函館 和道流　北海道北星館 小川　由希 オガワ　ユキ



238 函館 和道流　北海道北星館 小川　陵 オガワ　リョウ
239 函館 熊石　勝栄館支部 門脇　謙哉 カドワキ　ケンヤ
240 函館 熊石　勝栄館支部 門脇　絵里香 カドワキ　エリカ
241 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
242 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
243 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場 高野　敏行 タカノ　トシユキ
244 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場 三浦　隆 ミウラ　タカシ
245 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
246 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
247 札幌 七尾道場 諸澤　風南
248 札幌 七尾道場 宮越　裕斗


