
第８回清武館空手道選手権大会 結果

幼年・軽量の部

一位 村元 徠（諸澤道場）

二位 菅 育徳（清武館美唄）

三位 二ノ宮 凛太郎（諸澤道場）

四位 小関 崇斗（清武館）

幼年・重量の部

一位 田澤 拓弥（高木道場）

二位 増田 理玖（闘心會）

三位 奥山 大翔（諸澤道場）

四位 平泉 快（清武館美唄）

１年男子の部Ａクラス

一位 白川 遼典（高木道場）

二位 吉田 丈一郎（清武館美唄）

三位 伊藤 拳征（清武館美唄）

１年男子の部Ｂクラス

一位 太田 羚音（雅 小林道場）

二位 原口 侑空（浜口道場）

三位 白木 琥珀（清武館）

四位 渋谷 康介（清武館）

２年男子の部Ａクラス

一位 尾山 寛（諸澤道場）

二位 越湖 大介（清武館）

三位 山内 来騎（丈夫塾）

四位 林 煌基（清武館美唄）

２年男子の部Ｂクラス

一位 竹内 大夢（諸澤道場）

二位 村元 蓮（諸澤道場）

三位 能登谷 祐真（諸澤道場）

四位 段坂 龍也（雅）

３年男子の部Ａクラス

一位 岡倉 獅童（坂井塾）

二位 見澤 艦太（丈夫塾）

三位 桂川 凌征（丈夫塾）

四位 鈴木 凰介（清武館美唄）

３年男子の部Ｂクラス

一位 小笠原 悠斗（丈夫塾滝川）

二位 伊藤 駿翔（諸澤道場）

三位 山田 大洋（諸澤道場）

四位 三上 大河（雅 小林道場）



４年男子の部Ａクラス

一位 佐藤 大輝（闘心會）

二位 木地 幸紀（高木道場）

三位 本瀬 莉玖（丈夫塾滝川）

四位 丸橋 巧夢（丈夫塾）

４年男子の部Ｂクラス

一位 兼平 駿（清武館）

二位 大村 駿介（清武館美唄）

５年男子の部Ａクラス

一位 ジョンソン琢磨（諸澤道場）

二位 福田 技人（丈夫塾滝川）

三位 合田 育矢（坂井塾）

四位 木椋 風汰（清武館美唄）

５年男子の部Ｂクラス

一位 吉田 歩夢（坂井塾）

二位 清水 翔梧（氣秀館）

三位 萩原 秀亮（雅）

四位 小林 波哉斗（丈夫塾滝川）

６年男子の部Ａクラス

一位 高橋 栄昇（高木道場）

二位 谷川 龍太（高木道場）

三位 村下 拳之涼（浜口道場）

四位 髙橋 惣成（清武館）

６年男子の部Ｂクラス

一位 中嶋 莉久（雅）

二位 藤沼 快成（諸澤道場）

三位 太田 大（浜口道場）

四位 三神 孝太（丈夫塾）

女子低学年の部Ａクラス

一位 吉田 愛琉（清武館美唄）

二位 菊地 冴（清武館）

三位 藤原 美咲（清武館美唄）

女子低学年の部Ｂクラス

一位 新岡 明衣（雅）

二位 佐藤 乃庵（諸澤道場）

三位 上葛 華音（格斗クラブ三笠）

四位 木椋 一伽（清武館美唄）



女子中学年の部Ａクラス

一位 藤沼 音季（諸澤道場）

二位 門田 一花（清武館美唄）

三位 二ノ宮 美海（諸澤道場）

四位 原田 ゆりあ（清武館）

女子中学年の部Ｂクラス

一位 佐々木 杏美（諸澤道場）

二位 奥山 梓羽（諸澤道場）

三位 三上 夏恋（雅 小林道場）

女子高学年の部Ａクラス

一位 金子 咲樂（氣秀館）

二位 眞田 瑠奏（清武館）

三位 伊藤 海華（氣秀館）

四位 小田 柚々綺（浜口道場）

女子高学年の部Ｂクラス

一位 生田 愛桜（諸澤道場）

二位 哘﨑 彩花（清武館）

三位 佐々木 茉那（諸澤道場）

四位 大橋 沙珠（諸澤道場）

中学女子の部

一位 阿部 優梨（闘心會）

二位 山田 月海（諸澤道場）

三位 岡倉 花菜（坂井塾）

四位 山口 沙耶（清武館）

中学男子・軽量の部

一位 桶川 敬人（丈夫塾）

二位 池上 将騎（武裕館）

三位 馬場 健瑠（清武館）

四位 原田 周平（清武館）

中学男子・重量の部

一位 横山 慶人（闘心會）

二位 八谷 歩夢（清武館）

レディースの部

一位 馬場 美羽（清武館）

二位 松山 紗佳（清武館）

三位 山田 奈緒美（諸澤道場）

高校男子の部

一位 渡邊 健太（清武館）

二位 佐藤 晃輝（清武館）

三位 山口 蓮（清武館）

四位 奥山 颯馬（氣秀館）



市長賞

佐藤 晃輝（清武館）

教育長賞

谷川 龍太（高木道場）

大会長賞

兼平 駿（清武館）

後援会長賞

奥山 梓羽（諸澤道場）

清武館賞

眞田 瑠奏（清武館）

敢闘賞

木椋 一伽（清武館）

大黒 絢香（雅）

山田 奈緒美（諸澤道場）

桶川 敬人（丈夫塾）


