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種 目 段・級 優　 　勝 準　優　勝 ３　　　位 ４　　　位

基

本

動

作

５・６・７級

前田　武蔵 　山﨑　涼香 長沼　明貴心 山嵜　優太

（柳町小学校） （北辰中学校） （手稲鉄北小学校） （北辰中学校）

１・２・３・４級

菅原　通大 小林　優斗 佐藤　大斗 岡　　　優

（日本大学高等学校） （札幌開成高校） （八軒東中学校） （東光中学校）

有段以上

千葉　秀弘 舛澤　尚人 鎌田　雄大 古谷　英俊

（山の手通八木病院） （札幌大学） （南区支部） （岩見沢支部）

小

 

太

 

刀

無級・幼　年

沼田　琉愛 木下　真緒 中台　都乃 馬場　百合愛

（札幌しらゆり幼稚園） （札幌しらゆり幼稚園） （札幌しらゆり幼稚園） （札幌しらゆり幼稚園）

無級・小学生
小郷　僚介 大原　望来 中台　雅哉 中台　博登

１・２・３年
（清田小学校） （幌南小学校） （幌南小学校） （幌南小学校）

無級・小学生
塚本　斗真 三浦　優太 大原　　統

４・５・６年
（日の出小学校） （清田南小学校） (幌南小学校）

無級 ・一　般

奥秋　朋成 内田　真生 小郷　主久 澤田　優輝

（酪農学園大学） （早稲田大学） （飛入り） （北海道大学）

５・６・７級

前田　武蔵 山嵜　優太 山﨑　涼香 角口　航平

（柳町小学校） （北辰中学校） （北辰中学校） （明園中学校）

１・２・３・４級

増田　祐希 菅原　通大 野田　聡暁 佐藤　大斗

（澄川中学校） （日本大学高等学校） （本部道場） （八軒東中学校）

初 段・二 段

国清　恒吉 井上　信太 神戸　昇汰 富田　一輝

（酪農学園大学） （明治大学） （國學院大学） （東京農業大学）

三段以上

舛澤　尚人 近藤　哲仁 原林　寛明 中鉢　欣哉

（札幌大学） （北海道大学） （南区支部） （岩見沢支部）

異

　

種

有　級

小林　優斗 樋渡　貫太 佐藤　大斗 岡　　　優

（札幌開成高校） （鈴蘭小学校） （八軒東中学校） （東光中学校）

初　段

菅原　通大 富田　一輝 横内　　洸 中林　駿太

（日本大学高等学校） （東京農業大学） （北海道大学） （明治大学）

二段以上

舛澤　尚人 近藤　哲仁 中鉢　欣哉 菅原　通尚

（札幌大学） （北海道大学） （岩見沢支部） （タケヤ刷子）

長

 

剣

 

フ

 

リ

 

ー

無級・幼　年

沼田　琉愛 大原　　健 中台　都乃 馬場　百合愛

（札幌しらゆり幼稚園） （札幌しらゆり幼稚園） （札幌しらゆり幼稚園） （札幌しらゆり幼稚園）

無級・小学生
小郷　僚介 馬場　一徳 中台　雅哉 中台　博登

１・２・３年
（清田小学校） （伏見小学校） （幌南小学校） （幌南小学校）

無級・小学生
中村　光希 三浦　優太 大原　　統 藤田凛太郎

４・５・６年
（北真小学校） （清田南小学校） (幌南小学校） （岩見沢市第二小学校）

無級 ・一　般

市川　朔也 奥秋　朋成 石原　翔太郎 中野　正太

（北海道大学） （酪農学園大学） （國學院大学） （名寄市立大学）

（澄川中学校）

５・６・７級

前田　武蔵 樋渡　貫太 山﨑　涼香 長沼　明貴心

（柳町小学校） （鈴蘭小学校） （北辰中学校） （手稲鉄北小学校）

（酪農学園大学） （明治大学）

１・２・３・４級

菅原　通大 小林　優斗 背戸田　琉人 増田　祐希

（日本大学高等学校） （札幌開成高校） （美流渡中学校）

（北海道大学） （タケヤ刷子） （本部道場）

初 段・二 段

井上　信太 野中　紀鷹 国清　恒吉 中林　駿太

（明治大学） （名寄市立大学）

優　　勝　　國學院大学

先　鋒　　石原 翔太郎

中　堅　　大平　　峻也

大　将　　神戸　　昇汰

三段以上

舛澤　尚人 近藤　哲仁 菅原　通尚 鈴木　陽一

（札幌大学）

中　堅　　　　平井 　新大

  先　鋒　　　　長沼 明貴心

大　将　　　　佐藤 　大斗

団

　

体

支 部 対 抗

大　学

対　抗

一般打突競技グランﾄﾞチャンピオン 国清 　恒吉国清 　恒吉国清 　恒吉国清 　恒吉 （酪農学園大学　２年 ）（酪農学園大学　２年 ）（酪農学園大学　２年 ）（酪農学園大学　２年 ）

優　　勝　　　西区支部

基本動作グランﾄﾞチャンピオン 千葉 　秀弘千葉 　秀弘千葉 　秀弘千葉 　秀弘 （ 山の手通八木病院 ）（ 山の手通八木病院 ）（ 山の手通八木病院 ）（ 山の手通八木病院 ）

小学生打突競技グランﾄﾞチャンピオン 前田 　武蔵前田 　武蔵前田 　武蔵前田 　武蔵 （音更町立柳町小学校 ５年 ）（音更町立柳町小学校 ５年 ）（音更町立柳町小学校 ５年 ）（音更町立柳町小学校 ５年 ）


