
№　１

≪形の部≫

順　　位 名　　　　　　前 所　属　支　部 順　　位 名　　　　　　前 所　属　支　部

１位 　成　田　　大　翔　 秀　麗　館 １位 　泉　　佑　梨　亜 北　星　館

２位 　泉　　　佑　省 秀　麗　館 ２位 　砂　金　　珠　緒 沼　空　会

３位 　飯　島　　　新 秀　麗　館 ３位 　田　本　　　萌 北　星　館

３位 　中　川　　優　太 王子製紙 ３位 　齋　藤　　陽　奈　 沼　空　会

敢闘賞 　西　村　　空　斗 恵　　　庭 敢闘賞 　篠　原　　愛　里 誠　和　会

〃 　粟　野　　裕　貴 成空川沿 〃 　渋　谷　つ　ぐ　み 成空ＡＯＢＡ

〃 　伊　吹　倫　太　朗 旭　　　川 〃 　石　黒　　小　雪 小　　　平

〃 　平　澤　　龍　空 北　星　館 〃 　川　窪　あ　や　の 鵡川清流会

１位 　福　寿　　美　彩　 北　星　館 １位 　吉　田　　　蓮 豊　心　会

２位 　福　井　　レ　ナ 北　星　館 ２位 　松　田　　健　宏 テーオー塾

３位 　末　澤　　　咲 誠　和　会 ３位 　楠　川　　陸　登 北　星　館

３位 　本　間　　香　凛 旭　　　川 ３位 　山　田　　清　正 北　星　館

敢闘賞 　戸　巻　　　悠 空　玄　塾 敢闘賞 　本　田　　朋　樹 秀　麗　館

〃 　櫻　井　　花　音 恵　　　庭 〃 　愛　澤　　慶　典 誠　和　会

〃 ３位 　中　山　　　淳 豊　心　会

〃 ３位 　福　寿　　彰　仁 北　星　館

１位 　堀　江　　賢　生 テーオー塾 １位 　滝　沢　　歩　美　 北　星　館

２位 　嶋　本　　凌　央 小　　　平 ２位 　福　原　　百　華 テーオー塾

３位 　岩　井　拓　玖　巳 秀　麗　館 ３位 　岡　掘　　真　弥 北　星　館

３位 　田　中　　湧　音 沼　空　会 ３位 　穴　澤　　ゆ　ず 小　　　平

敢闘賞 　林　　　　知　真 小　　　平 敢闘賞 　稲　舩　さ　や　か 清　晨　塾

〃 　藤　井　　颯　太 王子製紙 〃 　福　田　有　季　子 北　辰　館

〃 　亀　尾　　隼　汰 鵡川清流会 ３位 　吉　田　　　葵 清　晨　塾

〃 　川　窪　　久　仁 鵡川清流会 ３位 　川　井　　愛　琴 北　星　館

１位 　名　久　井　萌　梨 北　星　館 １位 　久　保　　勇　樹 豊　心　会

２位 　和　泉　　凪　紗 沼　空　会 ２位 　稗　畑　　勇　希 成空川沿

３位 　豊　嶋　　美　羽 北　星　館 ３位 　栗　野　龍　之　佑 鵡川清流会

３位 　森　岡　　郁　水 北　星　館 ３位 　岡　掘　　倫　弥 北　星　館

敢闘賞 　大　沼　　亜　雛 北　星　館 １位 　西　村　　千　夏 北　星　館

〃 　渡　辺　　り　ん 秀　麗　館 ２位 　永　澤　　沙　月 清　晨　塾

〃 　松　本　　京　那 小　　　平 ３位 　石　村　み　の　り 王子製紙

〃 　楠　川　　瑞　季 北　星　館 ３位 　重　原　　美　沙 成空川沿

１位 　福　原　　快　都 テーオー塾 １位 　工　藤　　由　教 豊　心　会

２位 　神　　　　瑛　大 北　星　館 ２位 　宮　村　　浩　彦 秀　麗　館

３位 　羽　下　　慧　人 北　星　館 ３位 　大　原　　丈　幸 秀　麗　館

３位 　村　田　　芳　弥 秀　麗　館 ３位 　中　山　　雄　介 札　　　幌

敢闘賞 　村　木　　雅　弥 秀　麗　館 １位 　宮　崎　　　彩 誠　和　会

〃 　青　山　　拳　紳　 テーオー塾 ２位 　佐　野　　英　美 帯　　　広

〃 　安　達　　巽　巳 豊　心　会 ３位 　川　崎　　亜　蘭 函館中央

〃 　玉　川　　祐　晟 豊　心　会 ３位 　伊　原　　彩　季 誠　和　会
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第４５回　和道流空手道連盟北海道大会成績結果

　　　　　　　　　開催日：平成　２３年　１０月　８・９日

　　　　　　　　　　会　場：千歳市開基記念総合武道館
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≪組手の部≫ №　２

順　　位 名　　　　　　前 所　属　支　部 順　　位 名　　　　　　前 所　属　支　部

１位 　平　澤　　龍　空 北　星　館 １位 　川　井　　愛　琴 北　星　館

２位 　泉　　　佑　省 秀　麗　館 ２位 　岡　掘　　真　弥 北　星　館

３位 　成　田　　大　翔　 秀　麗　館 ３位 　西　村　　　愛 江　　　差

３位 　佐　田　　快　斗 テーオー塾 ３位 　田　中　　菜　月 誠　和　会

１位 　原　口　　加　那 北　星　館 １位 　坂　内　　理　久 北　星　館

２位 　福　井　　レ　ナ 北　星　館 ２位 　道　下　　佳　司 函館西高

３位 　島　村　　唯　那 北　星　館 ３位 　稗　畑　　勇　希 成空川沿

３位 　福　寿　　美　彩 北　星　館 ３位 　本　田　　和　樹 秀　麗　館

１位 　佐　藤　　康　晟 北　星　館 １位 　西　村　　千　夏 北　星　館

２位 　山　田　悠　柾　也 北　星　館 ２位 　永　澤　　沙　月 清　晨　塾

３位 　工　藤　　颯　聖 北　星　館 ３位 　青　田　　夏　月 清　晨　塾

３位 　嶋　本　　凌　央 小　　　平 ３位 　重　原　　美　沙 成空川沿

１位 　名　久　井　萌　梨 北　星　館 １位 　久　保　　良　二 王子製紙

２位 　堂　崎　　愛　来 北　星　館 ２位 　工　藤　　由　教 豊　心　会

３位 　豊　嶋　　美　羽 北　星　館 ３位 　三　品　　朋　宏 王子製紙

３位 　大　沼　　亜　雛 北　星　館 ３位 　森　山　　拓　也 帯　　　広

１位 　福　原　　快　都 テーオー塾 １位 　松　坂　　法　奈 誠　和　会

２位 　村　田　　芳　弥 秀　麗　館 ２位 　伊　原　　彩　季 誠　和　会

３位 　床　鍋　　龍　信 北　星　館 ３位 　佐　野　　英　美 帯　　　広

３位 　村　木　　雅　弥 秀　麗　館 ３位 　上　條　那　緒　子 旭川医大

１位 　名　久　井　優　也 北　星　館 １位 　　成空会川沿

２位 　堀　江　　賞　大 テーオー塾 ２位 　　北　星　館

３位 　神　　　　瑛　大 北　星　館 ３位 　　豊　心　会

３位 　福　井　　悠　斗 北　星　館 ３位 　　秀　麗　館　

１位 　田　本　　　萌 北　星　館 １位 　　北　星　館

２位 　石　川　　未　紗 北　星　館 ２位 　　豊　心　会

３位 　泉　　佑　梨　亜 秀　麗　館 ３位 　　成空会川沿

３位 　小　野　寺　桃　香 北　星　館 ３位 　　函館中央

１位 　猖　々　谷　幸　輝 北　星　館 １位 　　誠　和　会

２位 　安　藤　　　翔 成空川沿 ２位 　　王子製紙

３位 　本　田　　朋　樹 秀　麗　館 ３位 　　豊　心　会

３位 　村　田　　芳　樹 秀　麗　館 ３位 　　帯　　　広

１位 　福　原　　百　華 テーオー塾 １位 　　誠　和　会

２位 　吉　田　　　葵 清　晨　塾 ２位 　　旭川医大　Ａ

３位 　小　野　寺　杏　仁 王子製紙 ３位 　　旭川医大　Ｂ

３位 　坊　坂　美　都　暉 沼　空　会 ３位 　　帯広畜産大

１位 　田　中　　紫　苑 成空川沿

２位 　吉　田　　　蓮 豊　心　会

３位 　成　田　　勇　介 秀　麗　館

３位 　伊　藤　　　颯 恵　　　庭
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