
令和4年度北海道青少年空手道錬成参加者一覧

地区 団体名 氏名 形 組手

1 札幌 明空義塾札幌 竹田　亜蓮 ○

2 札幌 明空義塾札幌 飯島　楓斗 ○

3 札幌 明空義塾札幌 五十嵐　悠仁 ○

4 札幌 明空義塾札幌 五十嵐　秀一

5 札幌 明空義塾札幌 竹田　真紀

6 札幌 明空義塾札幌 飯島　暁子

7 札幌 空真塾北道場 赤羽　結愛 ○

8 札幌 空真塾北道場 赤羽　雫 ○

9 札幌 空真塾北道場 赤羽　亜美

10 札幌 濤学館 桐生　愛和 ○

11 札幌 濤学館 荒屋　文士朗 ○

12 札幌 濤学館 小林　佳暖 ○

13 札幌 濤学館 伊達　綾香 ○

14 札幌 濤学館 品田　真琴 ○

15 札幌 濤学館 佐藤　愛莉 ○

16 札幌 濤学館 口岩　龍ノ介 ○

17 札幌 濤学館 佐藤　百合菜 ○

18 札幌 濤学館 荒屋　虎斗郎 ○

19 札幌 濤学館 品田　直子

20 札幌 濤学館 小林　小百合

21 札幌 濤学館 伊達　秀子

22 札幌 濤学館 荒屋　久美子

23 札幌 濤学館 口岩　竜馬

24 札幌 濤学館 佐藤　香菜恵

25 札幌 濤学館 桐生　舞

26 札幌 修道館 池田　朔 ○

27 札幌 修道館 中島　纏 ○

28 札幌 修道館 神崎　晴衣 ○

29 札幌 修道館 池田　雫 ○

30 札幌 修道館 中島　こよ

31 札幌 修道館 池田　和宏

32 札幌 修道館 神崎 京子

33 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 辻　隼人 ○

34 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 秦野　隼 ○

35 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 上杉　伊知香 ○

36 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 静　蓮翔 ○

37 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 渡辺　太陽 ○

38 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 佐々木　草太 ○

39 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 原田　柚希 ○

40 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 岩沢　匡哩 ○

41 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 上杉　知也 ○

42 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 原田　航大朗 ○

43 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 渡辺　修人 ○

44 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 谷岡　真帆 ○

45 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 辻　麻陽 ○

46 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 秦野　智之

47 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 谷岡　真知子

48 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 佐々木　純

49 札幌 NPO法人日本空手松涛連盟　誠道館 上杉　恵子

50 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 池上　豪 ○



51 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 池上　純 ○

52 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 池上　大 ○

53 札幌 北海道糸東会　札幌支部　ユヤーズ空手スクール 池上　にれこ

54 札幌 寺田道場 寺田　夕子 ○

55 札幌 寺田道場 本間　梨々花 ○

56 札幌 寺田道場 富樫　大太 ○

57 札幌 寺田道場 川村　光世 ○

58 札幌 寺田道場 大瀧　寛人 ○

59 札幌 寺田道場 飯島　陽愛 ○

60 札幌 寺田道場 富樫　凛 ○

61 札幌 寺田道場 寺田　凛 ○

62 札幌 寺田道場 能登　息吹 ○

63 札幌 寺田道場 中村　太星 ○

64 札幌 寺田道場 神田　紬 ○

65 札幌 寺田道場 髙堂　遥仁 ○

66 札幌 寺田道場 境　謙心 ○

67 札幌 寺田道場 土岐　穂佳 ○

68 札幌 寺田道場 髙堂　結那 ○

69 札幌 寺田道場 一戸　惺太 ○

70 札幌 寺田道場 中村　皇斗 ○

71 札幌 寺田道場 土岐　果瑛 ○

72 札幌 寺田道場 飯島　剛実

73 札幌 寺田道場 境　科織

74 札幌 寺田道場 土岐　阿依佳

75 札幌 寺田道場 大瀧　美紀

76 札幌 北海道科学大学高等学校 大巻　孝太朗 ○

77 札幌 北海道科学大学高等学校 大森　光輔 ○

78 札幌 札幌工業高等学校 工藤　拓 ○

79 札幌 札幌工業高等学校 中村　太一 ○

80 札幌 北海道札幌北高等学校空手道部 坪谷　美海 ○

81 札幌 北海道札幌北高等学校空手道部 石原　悠稀 ○

82 札幌 北海道札幌北高等学校空手道部 石亀　琴音 ○

83 札幌 北海道札幌北高等学校空手道部 谷地中　慧人 ○

84 札幌 北海道札幌北高等学校空手道部 橋田　芽依 ○

85 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　隆介 ○

86 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　奏介 ○

87 小樽 北海道勧仁塾道場 田口　俊介

88 釧路 北海道松濤明武会 佐藤　和明 ○

89 釧路 北海道松濤明武会 見田　心 ○

90 釧路 北海道松濤明武会 板屋　壱信 ○

91 釧路 北海道松濤明武会 伊藤　恵介 ○

92 釧路 北海道松濤明武会 笹原　聖也 ○

93 釧路 北海道松濤明武会 岩﨑　隆静 ○

94 釧路 北海道松濤明武会 中山　友喜 ○

95 釧路 北海道松濤明武会 福井　悠太 ○

96 釧路 北海道松濤明武会 笹原　海翔 ○

97 釧路 北海道松濤明武会 中町　侑愛 ○

98 釧路 北海道松濤明武会 愛沢　銀士 ○

99 釧路 北海道松濤明武会 稲岡　禅 ○

100 釧路 北海道松濤明武会 菅野　龍心 ○



101 釧路 北海道松濤明武会 笹原　蒼真 ○

102 釧路 北海道松濤明武会 佐藤　芹香 ○

103 釧路 北海道松濤明武会 見田　誠

104 釧路 北海道松濤明武会 稲岡　俊一

105 釧路 北海道松濤明武会 佐藤　由香里

106 釧路 北海道松濤明武会 岩﨑　静香

107 釧路 北海道松濤明武会 笹原　亜也花

108 釧路 北海道松濤明武会 中山　香織

109 釧路 北海道松濤明武会 福井　緑

110 釧路 北海道松濤明武会 中町　夏絵

111 釧路 北海道松濤明武会 愛沢　真由美

112 釧路 北海道松濤明武会 稲岡　瑛子

113 釧路 北海道松濤明武会 菅野　朝子

114 空知 北海道木村道場 渋木　愁介 ○

115 空知 北海道木村道場 山本　航太朗 ○

116 空知 北海道木村道場 沢里　暖太 ○

117 空知 北海道木村道場 渋木　陽向 ○

118 空知 北海道木村道場 成田　京平 ○

119 空知 北海道木村道場 川上　絢叶 ○

120 空知 北海道木村道場 成田　実句 ○

121 空知 北海道木村道場 藤堂　佳澄 ○

122 空知 北海道木村道場 沢里　文子

123 空知 北海道木村道場 川上　智美

124 空知 北海道木村道場 成田　美紀

125 空知 北海道木村道場 山本　純江

126 空知 北海道木村道場 山本　順一

127 空知 北海道木村道場 渋木　友香

128 千歳 北海道恵庭南高等学校 佐藤　陸 ○

129 十勝 和道流空手道連盟 帯広支部 佐野　英美 ○

130 十勝 和道流空手道連盟 帯広支部 水野　翔大 ○

131 十勝 和道流空手道連盟 帯広支部 窪田　莉子 ○

132 十勝 和道流空手道連盟 帯広支部 北　こなつ ○

133 十勝 和道流空手道連盟 帯広支部 水野　涼香 ○

134 十勝 和道流空手道連盟 帯広支部 窪田　美紀

135 十勝 和道流空手道連盟 帯広支部 北　千夏

136 函館 忠道塾 山中　心愛 ○

137 函館 忠道塾 山中　裕子

138 函館 北海道函館工業高等学校 小野寺　優月 ○

139 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場 高野　敏行 ○

140 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場 三浦　隆 ○

141 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場 三浦　颯真 ○

142 室蘭 國際松濤館空手道連盟　藤島道場 高野　翔暉 ○

143 室蘭 北海道室蘭東翔高等学校 吉田　駿斗 ○


