
第 10回清武館大会結果

幼年・軽量

優勝 A2 室本 淳稀 丈夫塾

準優勝 A8 梶 明夏音 諸澤道場

第３位 A5 小澤 湊 諸澤道場

第４位 A3 岡本 玲音 諸澤道場

幼年・重量

優勝 A11 葛西 郁弥 雅

準優勝 A12 能登 知大 ＨＫＣ

第３位 A9 菊村 星結 清武館

第４位 A13 柴田 温 雅

２年男子Ａ

優勝 A16 村元 徠 諸澤道場

準優勝 A14 平泉 快 清武館

第３位 A15 奥山 大翔 諸澤道場

第４位 A17 上葛 龍音 ＨＫＣ

３年男子Ａ

優勝 A21 篠谷 椿 白蓮会館小樽

準優勝 A18 奈須川 漣 白蓮会館小樽

第３位 A22 伊藤 徠斗 諸澤道場

第４位 A20 佐藤 遥馬 高木道場

４年男子Ａ

優勝 A24 小野寺 龍亮 白蓮会館小樽

準優勝 A31 松川 一護 闘心會

第３位 A29 能登谷 祐真 諸澤道場

第４位 A27 松田 禎夢 白蓮会館

５年男子Ａ

優勝 A33 長谷川 陽 高木道場

準優勝 A35 島本 凌多 丈夫塾

第３位 A37 平泉 廉 清武館

第４位 A32 竹内 世海 諸澤道場

６年男子Ａ

優勝 A46 木村 岳斗 白蓮会館小樽

準優勝 A39 横田 拳信 闘心會

第３位 A41 松田 叶夢 白蓮会館

第４位 A44 木地 幸紀 高木道場



小学女子低学年Ａ

優勝 A47 小野寺 朱雀奈 白蓮会館小樽

準優勝 A49 木地 琥珀 高木道場

第３位 A48 石川 美奈 清武館

小学女子中学年Ａ

優勝 A51 菊地 冴 清武館

準優勝 A54 吉田 愛琉 清武館

第３位 A53 上葛 華音 格斗クラブ三笠

第４位 A50 木椋 一伽 清武館

小学女子特月クラス

優勝 A55 菊地 咲 清武館

準優勝 A56 佐藤 夢玲 雅

中学女子・軽量

優勝 A60 哘﨑 彩花 清武館

準優勝 A61 眞田 瑠奏 清武館

第３位 A59 山口 沙耶 清武館

中学男子・軽量

優勝 A66 松橋 大空 丈夫塾

準優勝 A63 藤原 大樹 清武館

第３位 A62 髙橋 惣成 清武館

第４位 A67 木村 健佑 清武館

中学男子・中量

優勝 A68 篠谷 楓 白蓮会館小樽

準優勝 A74 村上 千智 闘心會

第３位 A69 神 海斗 諸澤道場

第４位 A72 越智 翔也 清武館

中学男子・重量

優勝 A80 横山 慶人 闘心會

準優勝 A75 安田 颯汰 格斗クラブ羽幌

第３位 A78 恩田 旭 帯栄道場

第４位 A76 木椋 風汰 清武館

レディース

優勝 A58 田中 咲羽 雅

準優勝 A82 石川 莉奈 清武館

第３位 A81 松山 紗佳 清武館



高校男子

優勝 A83 山口 蓮 清武館

準優勝 A84 八谷 歩夢 清武館

一般・新人

優勝 A86 中村 和貴 清武館

準優勝 A87 須賀川 強 清武館

第３位 A85 桐生 繁樹 諸澤道場

１年男子Ｂ

優勝 B10 佐々木 絆吾 雅

準優勝 B3 山口 育大 丈夫塾

第３位 B17 松川 斎樹 闘心會

第４位 B9 坂本 光叶 諸澤道場

２年男子Ｂ

優勝 B23 柴田 潤 雅

準優勝 B25 石田 大翔 氣秀館

第３位 B20 菅 育徳 清武館

第４位 B27 前田 空神 清武館

３年男子Ｂ

優勝 B38 斉藤 海翔 雅

準優勝 B34 井浦 輝人 白蓮会館小樽

第３位 B42 川名 櫂朋 丈夫塾滝川

第４位 B30 伊藤 拳征 清武館

４年男子Ｂ

優勝 B48 佐々木 綸吾 雅

準優勝 B51 土居 來斗 諸澤道場

第３位 B56 小中 紀和 北武拳

第４位 B44 山口 秀大 丈夫塾

５年男子Ｂ

優勝 B66 小吹 海亜 清武館

準優勝 B62 伊藤 優翔 諸澤道場

第３位 B70 向井 聡志 丈夫塾滝川

第４位 B60 長澤 海 ＨＫＣ



６年男子Ｂ

優勝 B80 梶浦 一真 雅

準優勝 B75 丸橋 巧夢 丈夫塾

第３位 B74 西尾 柑紀 雅

第４位 B77 米内 裕太 清武館

小学女子低学年Ｂ

優勝 B87 髙橋 美世 高木道場

準優勝 B90 木村 真耶香 雅

第３位 B95 桧田 さくら 雅

第４位 B81 伊藤 朱珠 清武館

小学女子中学年Ｂ

優勝 B102 佐藤 乃庵 諸澤道場

準優勝 B99 葛西 愛音 雅

第３位 B104 菅原 実織 雅

第４位 B98 栄 梨帆 雅

小学女子高学年Ｂ

優勝 B111 門田 一花 清武館

準優勝 B106 篠谷 椛 白蓮会館小樽

第３位 B107 原田 ゆりあ 清武館

第４位 B109 奥山 梓羽 諸澤道場


