
　 【令和3年7月18日（日）　北海道立総合体育センター北海きたえーる　サブアリーナ】
フルコンタクト 優勝 準優勝 三位 三位

渡辺 さくら #REF! #REF!
武奨館吉村道場 #REF! #REF!

青木 琉亜 森田 統吾
空會館 葵塾

藤原 熙乃 和嶋 大誠 #REF! #REF!
空會館 水滸會無限塾札幌 #REF! #REF!

本杉 一騎 増井 湧大 #REF! #REF!
立志会 水滸會丈夫塾 #REF!

服部 愛夢 椿山 麗 吉田 玲伊 #REF!
武神佐藤道場 義道会館 水滸會無限塾 #REF!

倉光 悠成 梅村 榮心 #REF!
水滸會無限塾 水滸會丈夫塾 #REF!

毛利 圭登 安藝 飛雄馬 #REF!
水滸會丈夫塾 桜塾 #REF!

佐瀬 翔太 永井 旺佑 #REF!
葵塾 水滸會丈夫塾 #REF!

田井中 秀 藤原 快吏 豊島 俊太朗
桜塾 空會館 総極真高橋道場札幌

中島 初椛 代 靖睿 #REF! #REF!
空會館 桜塾 #REF! #REF!

中山 星來 #REF!
桜塾 #REF!

松橋 煌駕 吉田 遥翔
水滸會丈夫塾 極真会館北海道本部

清河 太雅 山本 琉士郎 大塚 昊牙 山田 樹
水滸會丈夫塾 中山道場 水滸會丈夫塾 真正会大澤道場

権出 小春
聖心會

谷口 遼磨 土田 彪眞 小嶋 隼飛 永井 詩悠
聖心會 谷岡道場 谷岡道場 水滸會丈夫塾

平尾 太一 加藤 陽生 西坂 湧志 西ケ迫 春人
桜塾 空會館 水滸會丈夫塾 男塾

上野 来実 野嶋 紗
真結氣 新誠會

服部　吏愛姫
武神佐藤道場

桐原 歩夢 奈須川 漣 石嶺 太陽 #REF!
世界闘英館 水滸會無限塾札幌 桜塾 #REF!

小田島 悠翔 澤 洸太朗 #REF!
中山道場 武奨館吉村道場 #REF!

浦山 竜精 本杉 一颯 #REF!
武奨館吉村道場 立志会 #REF!

西山 空那 #REF!
空會館 #REF!

渡辺 龍輝 能登谷 祐真 鈴木 涼真 #REF!
士衛塾石川 真結氣 水滸會無限塾 #REF!

今 総一郎 谷 潤人 小野寺 龍亮 #REF!
水滸會丈夫塾 水滸會丈夫塾 水滸會無限塾札幌 #REF!

齊藤 太一 遠藤 琥珀
水滸會丈夫塾 ＨＫＣ羽幌道場

岩永 唯伽 畑中 桔子 #REF! #REF!
桜塾 水滸會丈夫塾 #REF! #REF!

梅村 心菜 森田 香真紀 #REF! #REF!
水滸會丈夫塾 水滸會丈夫塾 #REF! #REF!

岩永 勝亮 松橋 大空
桜塾 水滸會丈夫塾

中山 星音 郷 航生
桜塾 水滸會丈夫塾

越後 麗央 #REF! #REF!
水滸會丈夫塾 #REF! #REF!

藤井 彩心
中山道場
渡邉 栞 齋藤 莉々花

水滸會丈夫塾 水滸會丈夫塾 #REF!

渡辺 小春 #REF! #REF!
武奨館吉村道場 #REF! #REF!

上野 空大 松橋 宙良 #REF! #REF!
真結氣 水滸會丈夫塾 #REF! #REF!

河合 透吾 樋口 和真
修武會 修武會

寺崎 裕遊 渡邉 栞
士衛塾石川 水滸會丈夫塾
渡辺 小春

武奨館吉村道場
藤原 昂大

空會館
糸尾 利玖 高橋 虎次郎 堀 桜太朗

水滸會丈夫塾 修武會 極真会館北海道本部
見上 朝彩 橋本 紗奈 高倉 幹奈
石原道場 修武會 武心剛術会
舟串 太我 林田 瑛斗
中山道場 水滸會丈夫塾
佐藤 蒼真 倉岡 颯貴
石原道場 創心館
木村 隆丈 桂 拳斗 室本 淳稀

修武會 修武會 水滸會丈夫塾
佐藤 玖音 上村 彩夏

葵塾 水滸會丈夫塾
原田 翔平 岩 佑晟

総極真高橋道場札幌 極真会館北海道本部
藤田 直矢 小田島 凜久

極真会館北海道本部 中山道場
澁谷 大晟 工藤 由孝

創心館 武心剛術会

小学4年女子上級30kg以上

小学4年女子上級30kg未満

高校女子55kg以上

一般男子70kg未満

一般男子無差別

一般女子55kg未満

高校女子48kg未満

高校女子55kg未満

小学5～6年男子　初級

小学5～6年男子　中級

中学男子　初級

小学6年男子上級40kg未満

小学6年男子上級40kg以上

小学6年女子上級40kg未満

小学5年男子上級35kg未満

小学5年男子上級35kg以上

小学5年女子上級35kg未満

中学2～3年女子50kg未満

高校男子７０kg未満

高校男子７０kg以上

中学2～3年女子43kg未満

一般女子無差別

小学3年男子上級27kg未満

小学3年男子上級27kg以上

小学4年男子上級30kg未満

小学4年男子上級30kg以上

第23回チャレンジカラテトーナメント　大会結果

幼年女子上級

小学1年男子上級

小学2年男子上級

小学2年女子上級

幼年男子上級

中学1年女子43kg未満

中学2～3年男子47kg未満

中学2～3年男子57kg未満

中学2～3年男子57kg以上

小学1～2年男子　初級

小学1～2年女子　初級

小学3年男子　初中級

小学4年男子　初級

小学4年男子　中級

小学3～4年女子　初中級

小学6年女子上級40kg以上

中学1年男子42kg未満

中学1年男子52kg未満

中学1年男子52kg以上

幼児男女混合　初級

高校男子６０kg未満



硬式空手 優勝 準優勝 三位 三位
日高 啓輔

勇仁会
谷 潤人 斉藤 力毅 川村 太一

水滸會丈夫塾 武心剛術会 武心剛術会
畑中 桔子

水滸會丈夫塾
中谷 雄介 松谷 聡

水滸會丈夫塾 Ｋ＆Ｋﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
川村 実里

武心剛術会

日刊スポーツ特別賞

北海道新聞特別賞

札幌市長賞

北海道知事賞

硬式　小学3～4年男子

硬式　中学男子

谷口 遼磨(聖心會)

【特　　別　　賞】

硬式　一般男子

硬式　一般女子

硬式　中学女子

上野 空大(真結氣)

中山 星音(桜塾)

河合 透吾(修武會)


