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クラス 順位 ゼッケン 氏名 ふりがな 所属

優勝 A4 葛井　郁弥 かさい　ふみや 雅

準優勝 A2 関　幸広 せき　ともひろ 雅

第３位 A3 佐藤　龍成 さとう　りゅうせい 高木道場

第４位 A1 室本　淳稀 むろもと　あつき 丈夫塾

優勝 A5 吉田　遥翔 よしだ　はると 極真白石

準優勝 A7 紺野　晏慈 こんの　あんじ 格斗クラブ

第３位 A6 坂本　光叶 さかもと　るか 諸澤道場

第４位 A8 松川　斎樹 まつかわ　いつき 闘心會

優勝 A13 大渕　航聖 おおぶち　こうせい 丈夫塾

準優勝 A11 上葛　龍音 かみくず　りおん 格斗クラブ三笠

第３位 A12 奥山　大翔 おくやま　ひろと 諸澤道場

第４位 A9 下屋敷　宗真 しもやしき　そうま 浜口道場

優勝 A15 関　龍広 せき　たつひろ 雅

準優勝 A16 森田　篤寛 もりた　あつき 丈夫塾

第３位 A14 高橋　龍斗 たかはし　りゅうと 清武館

優勝 A17 能登谷　祐真 のとや　ゆうま 諸澤道場

準優勝 A24 松川　一護 まつかわ　いちご 闘心會

第３位 A23 竹内　大夢 たけうち　だいむ 諸澤道場

第４位 A21 恩田　和 おんだ　やまと 帯栄道場

優勝 A27 恩田　南 おんだ　みなみ 帯栄道場

準優勝 A26 西田　瑠香 にしだ　るか 格斗クラブ三笠

優勝 A32 上葛　華音 かみくず　かろん 格斗クラブ三笠

準優勝 A29 菊池　冴 きくち　さえ 清武館

第３位 A31 佐藤　乃庵 さとう　のあ 諸澤道場

第４位 A28 臼井　美和 うすい　みわ 武裕館

優勝 A35 葛西　秀人 かさい　ひでと 雅

準優勝 A34 藤原　大樹 ふじわら　だいき 清武館

第３位 A36 竹内　世海 たけうち　せかい 諸澤道場

第４位 A33 本間　璃玖 ほんま　りく 無限塾

優勝 A38 久保　龍生 くぼ　りゅうせい 極真白石

準優勝 A37 恩田　旭 おんだ　あさひ 帯栄道場

第３位 A39 大村　歩夢 おおむら　あゆむ 清武館

優勝 A40 菊地　咲 きくち　さき 清武館

準優勝 A41 松山　紗佳 まつやま　すずか 清武館

優勝 A46 山口　蓮 やまぐち　れん 清武館

準優勝 A42 和田　健佐 わだ　けんすけ 清武館

第３位 A45 中村　和貴 なかむら　かずき 清武館

第４位 A44 須賀川　強 すかがわ　つよし 清武館

優勝 B1 梶　美桜音 かじ　みおね 諸澤道場

準優勝 B2 來嶋　こはる くるしま　こはる 清武館

優勝 B8 荒井　勝也 あらい　しょうや 高木道場

準優勝 B5 山本　成馬 やまもと　じょうま 諸澤道場

第３位 B10 二口　善心 ふたぐち　ぜんと 丈夫塾

第４位 B3 坂本　朔久 さかもと　さく 諸澤道場

優勝 B17 越智　埜滉 おち　やひろ 高木道場

準優勝 B13 西川　珠生 にしかわ　しゅい 高木道場

第３位 B16 丸田　恭輔 まるた　きょうすけ 丈夫塾

第４位 B11 石倉　新太 いしくら　あらた 清武館

優勝 B29 毛利　有登 もうり　ありと 丈夫塾

準優勝 B25 木谷　優杏 きや　ゆあん 諸澤道場

第３位 B27 梅村　航生 うめむら　こうせい 雅

第４位 B21 上條　琉斗 かみじょう　りゅうと 清武館

優勝 B35 大石　奏太 おおいし　かなた 丈夫塾

準優勝 B37 山口　璃久 やまぐち　りく 清武館

第３位 B33 不破　聖也 ふわ　せいや 清武館

第４位 B40 小野寺　友宏 おのでら　ともひろ 清武館

優勝 B49 平泉　快 ひらいずみ　かい 清武館

準優勝 B43 菅　育徳 すが　いくと 清武館

第３位 B50 兼田　莉玖 かねた　りく 雅

第４位 B46 菊村　星斗 きくむら　らいと 清武館
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優勝 B57 石塚　順一 いしづか　じゅんいち 諸澤道場

準優勝 B55 伊藤　拳征 いとう　けんせい 清武館

第３位 B59 平沼　鳳穏 ひらぬま　たきおん 諸澤道場

第４位 B53 原口　侑空 はらぐち　ゆうあ 浜口道場

優勝 B64 上條　蓮斗 かみじょう　れんと 清武館

準優勝 B61 林　煌基 はやし　こうき 清武館

第３位 B63 棚田　翼 たなだ　つばさ 清武館

第４位 B60 廣瀬　友二 ひろせ　ゆうじ 清武館

優勝 B65 渡部　羽音 わたなべ　はのん 諸澤道場

準優勝 B68 竹内　珠里 たけうち　じゅり 諸澤道場

第３位 B66 鈴木　蒼 すずき　あおい 清武館

第４位 B69 伊藤　苺咲 いとう　めいさ 清武館

優勝 B81 桧田　さくら ひだ　さくら 雅

準優勝 B73 二口　結愛 ふたぐち　ゆあ 丈夫塾

第３位 B72 伊藤　朱珠 いとう　じゅじゅ 清武館

第４位 B77 林　はづき はやし　はづき 清武館

優勝 B83 杉山　蒔采 すぎやま　まあや 浜口道場

準優勝 B87 辻　桃菜美 つじ　もなみ 谷岡道場

第３位 B88 伊藤　瑠佳 いとう　るか 武裕館

第４位 B85 栄　梨帆 さかえ　りほ 雅

優勝 B90 眞田　瑠奏 さなだ　るのあ 清武館

準優勝 B89 白井　楓 しらい　かえで 無限塾

第３位 B91 哘﨑　彩花 さそざき　あやか 清武館

優勝 B94 小林　波哉斗 こばやし　はやと 丈夫塾

準優勝 B93 木村　健佑 きむら　けんすけ 清武館

第３位 B92 寺島　悠翔 てらしま　ゆうと 丈夫塾

優勝 B95 米内　裕太 よない　ゆうた 清武館

準優勝 B97 本間　優輝 ほんま　ゆうき 無限塾

第３位 B96 加藤　永晟 かとう　ようせい 清武館

第４位 B98 小関　遥斗 おぜき　はると 清武館

優勝 C11 荒井　修哉 あらい　しゅうや 高木道場

準優勝 C4 片山　永翔 かたやま　えいと 谷岡道場

第３位 C7 坂野　叶真 さかの　とうま 高木道場

第４位 C3 澤田　圭 さわだ　けい 諸澤道場

優勝 C15 山本　浩暉 やまもと　ひろき 谷岡道場

準優勝 C13 藤本　碧輝 ふじもと　あおき 諸澤道場

第３位 C16 伊東　海斗 いとう　かいと 丈夫塾

第４位 C12 田端　凌也 たばた　りょうや 清武館

優勝 C21 坂本　康輔 さかもと　こうすけ 丈夫塾

準優勝 C17 鎌田　凌嘉 かまだ　りょうが 丈夫塾

第３位 C20 荸原　悠太 こまはら　ゆうた 清武館

第４位 C18 福士　陽太 ふくし　ようた 清武館

優勝 C22 北口　楓 きたぐち　かえで 谷岡道場

準優勝 C24 松本　みい まつもと　みい 浜口道場

第３位 C23 上村　彩夏 うえむら　あやか 丈夫塾

優勝 C25 夏海　由衣 なつうみ　ゆい 清武館

準優勝 C26 篠田　心愛 しのだ　ここな 武裕館

特別賞 努力賞 B89 白井　楓 しらい　かえで 無限塾

努力賞 B32 松田　優希 まつだ　ゆうき 北武拳

努力賞 B39 清水　駿毅 しみず　しゅんき 武裕館

努力賞 B85 栄　梨帆 さかえ　りほ 雅

努力賞 B79 佐藤　愛莉 さとう　あいり 浜口道場

努力賞 B8 荒井　勝也 あらい　しょうや 高木道場

努力賞 C22 北口　楓 きたぐち　かえで 谷岡道場
努力賞 A37 恩田　旭 おんだ　あさひ 帯栄道場
努力賞 B28 稗田　賢人 ひえだ　けんと 丈夫塾
努力賞 B25 木谷　優杏 きや　ゆあん 諸澤道場
努力賞 A32 上葛　華音 かみくず　かろん 格斗クラブ三笠
努力賞 B2 來嶋　こはる くるしま　こはる 清武館
技能賞 A37 恩田　旭 おんだ　あさひ 帯栄道場
後援会長賞 C12 田端　凌也 たばた　りょうや 清武館
清武館賞 A39 大村　歩夢 おおむら　あゆむ 清武館
教育長賞 B90 眞田　瑠奏 さなだ　るのあ 清武館
岩見沢市長賞 A38 久保　龍生 くぼ　りゅうせい 極真白石
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