
平成２８年４月１６日（土）～１７日（日）
千歳市開基記念総合武道館

学年 種目 優勝 準優勝 三位 四位

飯塚　大和 太田　麟 福島　侑芽 岩渕　柚香
札幌西 上ノ国 江差 江別

吉田淳奏 岩渕柚香 飯塚大和 澤田実世
上ノ国 江別 札幌西 江別
石塚　冬馬 伊藤　海虎 三宮　涼太 山下　琉希斗
江別 札幌西 松倉道場 江別

伊藤海虎 石塚冬馬 栗原壮志 山下琉希斗
札幌西 江別 旭川西 江別

久保田　龍矢 宮崎　士悠 藤島　響 山本　龍聖
今金 札幌清田 江差 上ノ国

宮崎　士悠 髙橋　飛翔 石田　匡杜 久保田　龍矢
札幌清田 上ノ国 上ノ国 今金
山本　蒼 堀瑠　真 藤原　大人 小林　稟陽
上ノ国 稚内 江差 上ノ国

湯藤　憧也 今田　一颯 小松　拓真 白井　稜正
美唄東 稚内 江別 松倉道場

西川　海大 髙橋　颯馬 相澤　慶吾 川村　智輝
札幌西 上ノ国 江別 札幌西

西川　海大 髙松　里琉 川村　智輝 髙田　要
札幌西 函館 札幌西 函館

滝沢　脩人 中西　悌矢 八木　旺介 石田　皓大
函館 千歳 江差 江差

藤島　陽 八木　旺介 八木　大智 石田　皓大
江差 江差 江別支部 江差支部

若松　克有 國松　雅浩 冨田　柊 山田　椋介
札幌西 函館 函館 札幌西
大田　一輝 冨田　柊 國松　雅浩 長井　翔洋
札幌菊水 函館 函館 江別
高松　蒼天 村本　健太郎 伊丸岡　裕貴 髙橋　龍虎
由仁 今金 旭川南 上ノ国

髙橋　龍虎 浅田　涼音 吉田　彪人 佐藤　晴
上ノ国 由仁 今金 上ノ国
山形　司 上田　大晟 森髙　虎次朗 橋本　翔太
札幌西 稚内 江差 札幌清田

森髙　虎次朗 成澤　快 清水　景哉 橋本　翔太
江差 松倉道場 江差 札幌清田

村上　悠羽 小松　敬生 熊谷　雄太 髙木　豪
美唄東 函館 札幌清田 札幌西
髙田　成 小松　敬生 吉田　光ノ丞 成ヶ澤　俊樹
函館 函館 今金 八雲
増田　燎 清水　琉斗 吉田　慧士 森髙　龍之助
江差 江差 旭川大雪 江差
増田　燎 清水　琉斗 有ノ木　天駿 久世　廉大郎
江差 江差 美唄 旭川南

徳光　宏太 永田　祐樹 三浦　静也 杉本　佳亮
江差 江別 江別 江別

杉本　佳亮 徳光　宏太 永田　祐樹 杉山　徳彦
江別 江差 江別 札幌征空館

公益社団法人　日本空手協会　第５９回全国空手道選手権大会予選兼
第５４回　北海道空手道選手権大会
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学年 種目 優勝 準優勝 三位 四位
小林　佳暖 相澤　芽依 加藤　天 黒川　結凪
江差 江別 江別 稚内中央

加藤　天 相澤　芽依 小林　佳暖 小熊　徠華
江別 江別 江差 福島

向井　莉美 吉田　優奏 斉藤　心奈 苅屋　悠陽
函館 上ノ国 上ノ国 今金

向井　莉美 山下　花凛 吉田　優奏 出張　星空
函館 上ノ国 上ノ国 稚内中央

川口　柚子 中村　友紀 志賀　心咲 佐野　なこみ
札幌清田 松倉道場 千歳 函館

川口　柚子 辻　琴音 志賀　心咲 喜井　そら
札幌清田 旭川西 千歳 由仁

米陀　ひかり 向井　莉都 西山　空希 黒川　遥凪
札幌清田 函館 江別 稚内中央

米陀　ひかり 向井　莉都 西山　空希 渡部　セリ
札幌清田 函館 江別 千歳

丸山　ルツ記 八戸　日菜乃 小林　実生 芳賀　彩音
札幌清田 江別 札幌清田 札幌菊水

日向　美彩翔 丸山　ルツ記 成澤　綸 野戸　咲希
江別 札幌清田 松倉道場 松倉道場

尾崎　萌花 清水　柊衣 坂本　瑞樹 阿部　幸世
旭川西 江差 今金 札幌中央

石川　奈七美 清水　柊衣 尾崎　萌花 栗原　菜々子
江別 江差 旭川西 旭川西

滝沢　愛美 小松　明日佳 木村　芽唯 西道　唯未
函館 函館 松倉道場 札幌中央

小松　明日佳 滝沢　愛美 堀田　綾菜 西道　唯未
函館 函館 松倉道場 札幌中央

　 中村　美水 袖村　茅夏 前川　もえぎ
旭川西 松倉道場 石狩 江差
中村　美水 尾崎　涼花 袖村　茅夏 阿部　幸果
松倉道場 旭川西 石狩 札幌中央

佐久間　雪音 吉田　陽菜 宮崎　咲音 早勢　観夢梨
札幌西 今金 札幌清田 旭川南
平門　藍 佐久間　雪音 吉田　陽菜 森髙　桃香
江差 札幌西 今金 江差
平門　瞳 片石　弥由蘭 板垣　澪花 永井　志織
江差 江差 八雲 松倉道場
平門　瞳 竹村　美咲 片石　弥由蘭 太田　樹那
江差 千歳 江差 函館

山田　朱里 桑田　沙也加 長井　菜摘 溝國　春菜
旭川南 旭川南 江別 江別
山田　朱里 長井　菜摘 美馬　由琴 溝國　春菜
旭川南 江別 旭川南 江別
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学年 種目 優勝 準優勝 三位 　

団体戦 形 江別支部 旭川南支部 函館支部

小学低学年男子 組手 上ノ国支部 江別支部 旭川南支部

団体戦 形 江差支部 函館支部 稚内支部

小学高学年男子 組手 江差支部 函館支部 美唄東支部

団体戦 形 江差支部 今金支部 旭川南支部

中学生男子 組手 函館支部 今金支部 江差支部

団体戦 形 旭川南支部 江差支部 旭川西支部

高校生男子 組手 江差支部 旭川南支部 旭川西支部
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