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優勝 石原 壮真 イシハラ ソウマ 年長 拳誠塾

準優勝 和嶋 大誠 ワジマ タイセイ 年中 無限塾札幌

小学1・2年女子 優勝 渡部 羽音 ワタナベ ハノン 小2 諸澤道場

小学3・4年女子 優勝 小野寺 朱雀奈 オノデラ スザナ 小4 無限塾札幌

小学5年女子軽量 38㎏未満 優勝 葛西 愛音 カサイ アイネ 雅

小学5年女子重量 38㎏以上 優勝 小倉 真央 オグラ マオ 夕張

優勝 新岡 明衣 ニイオカ メイ 雅

準優勝 山内 心愛 ヤマウチ ココナ 今井道場

小学6年女子重量 43㎏以上 優勝 佐藤 夢玲 サトウ ユメア 雅

優勝 高橋 麟丸 タカハシ リンマル HKC羽幌

準優勝 岡田 碧音 オカダ アイト 無限塾札幌

優勝 長尾 友朗 ナガオ トモロウ 丈夫塾

準優勝 葛西 郁弥 カサイ フミヤ 雅

三位 山本 昊輝 ヤマモト コウキ 岩見沢

三位 鉢呂 皇牙 ハチロ オウガ コンパス

優勝 岡 玄稀 オカ ゲンキ 今井道場

準優勝 吉田 遥翔 ヨシダ ハルト 白石

三位 紺野 妟慈 コンノ アンジ HKC三笠

三位 佐々木 絆吾 ササキ ヨキア 雅

優勝 奥山 大翔 オクヤマ ヒロト 諸澤道場

準優勝 渡部 徠 ワタナベ ライ 諸澤道場

優勝 小嶋 隼飛 コジマ ハヤト 無限塾札幌

準優勝 村上 敬都 ムラカミ ケイト 手稲

三位 草刈 俊太郎 クサカリ シュンタロウ 札幌東

三位 山本 晴也 ヤマモト セイヤ 岩見沢

優勝 杉本 隼基 スギモト ハヤキ 今井道場

準優勝 岸本 怜 キシモト レン 今井道場

三位 児玉 翔太 コダマ ショウタ 無限塾札幌

三位 奈須川 漣 ナスカワ レン 無限塾札幌

小学5年重量 38㎏以上 優勝 渡久地 政臣 トグチ マサオミ 今井道場

優勝 小野寺 龍亮 オノデラ リョウスケ 無限塾札幌

準優勝 能登谷 祐真 ノトヤ ユウマ 諸澤道場

三位 佐々木 綸吾 ササキ イトア 雅

三位 室本 悠志 ムロモト ユウシ 丈夫塾

優勝 今 総一郎 コン ソウイチロウ 丈夫塾

準優勝 染野 流希斗 ソメノ ルキト 諸澤道場

三位 渡部 蓮 ワタナベ レン 諸澤道場

三位 竹内 大夢 タケウチ ダイム 諸澤道場

中学女子軽量 47㎏未満 優勝 阿部 リノア アベ リノア 中3 最強塾

中学女子中量
47㎏以上
52㎏未満

優勝 川村 実里 カワムラ ミサト 中2 武心剛術会

幼年

38㎏未満

43㎏未満小学6年軽量

小学4年軽量 30㎏未満

小学4年重量 30㎏以上

小学5年軽量

43㎏以上小学6年重量

43㎏未満小学6年女子軽量

小学1年

小学2年

小学3年
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優勝 十文字 歩斗 ジュウモンジ アルト 中1 今井道場

準優勝 河合 悠凌 カワイ ユウリ 中3 小清水

三位 大杉 爽斗 オオスギ アキト 中1 今井道場

三位 佐藤 主登 サトウ ユキト 中1 中標津

優勝 松橋 大空 マツハシ タク 中3 丈夫塾

準優勝 齊藤 太一 サイトウ タイチ 中1 丈夫塾

優勝 木村 岳斗 キムラ ヤマト 中2 無限塾札幌支部

準優勝 古川 俊輔 フルカワ シュンスケ 中3 今井道場

優勝 松橋 宙良 マツハシ ソラ 高2 丈夫塾

準優勝 高橋 輝 タカハシ ヒカル 高1 札幌東

高校中量 優勝 今井 榛空 イマイ ハルク 高2 白石

優勝 越後 直人 エチゴ ナオト 丈夫塾

準優勝 山村 裕樹 ヤマムラ ヒロキ 無限塾

優勝 細川 翔 ホソカワ ショウ 丈夫塾

準優勝 柴田 大輝 シバタ ダイキ 札幌東

三位 島 輝明 シマ テルアキ 白石

四位 佐藤 泰人 サトウ タイト 小清水

優勝 細川 翔 ホソカワ ショウ 丈夫塾

準優勝 柴田 大輝 シバタ ダイキ 札幌東

三位 島 輝明 シマ テルアキ 白石

四位 佐藤 泰人 サトウ タイト 小清水

細川 翔 ホソカワ ショウ 丈夫塾

葛西 愛音 カサイ アイネ 雅

小豆畑 賢一 アズハタ ケンイチ 藤野

ベストテクニック賞

55㎏以上

60㎏未満

ベストファイト賞

日刊スポーツ賞
一般無差
別に同じ

50㎏未満中学軽量

中学中量

ベストマナー賞

一般無差別

中学重量

高校軽量

マスターズ

50㎏以上
55㎏未満


