
区 分 氏 名 段位級 学 年

男子1位 金山　夢月 二段 中3

女子1位 大塩 和香那 初段 中2

男子2位 山本 真之介 二段 中3

女子2位 清野　　陽 初段 中1

男子1位 板垣　大稀 初段 中2

女子1位 髙松　真子 二段 中3

男子2位 中澤　愛翔 初級 中2

女子2位 白鳥 海羽空 二段 中3

男子1位 平野　綾人 一級 中1

女子1位 干山　愛梨 初段 中2

男子2位 古谷　雅哉 初段 中3

女子2位 三津橋 李紗 一級 中1

男子1位 若松　虎徹 二段 中3

女子1位 松山　花乃 二段 中2

男子2位 杉山　聖奈 初段 中3

女子2位 藤原　理恵 二段 中2

男子1位 佐藤 昂太朗 二段 中3

女子1位 細山　青空 初段 中2

男子2位 藤井　晴大 初段 中2

女子2位 南條　　碧 二段 中3

男子1位 中野　　海 初段 中2

女子1位 能地　琴音 初段 中2

男子2位 生駒　海里 初段 中2

女子2位 北本　心咲 二段 中3

男子1位 島地　　龍 二段 中3

女子1位 䑓川　美咲 二段 中3

男子2位 土佐　柊斗 初段 中3

女子2位 成瀬　双葉 初級 中2

男子1位 濱田　大佑 一級 中1

女子1位 堀井　音和 二段 中2

男子2位 高山　澪音 初段 中2

女子2位 鳴海　愛来 一級 中1

男子1位 富永　海渡 二段 中3

女子1位 脇坂　茜季 二段 中3

男子2位 鎌田　光我 二段 中3

女子2位 舘下　月海 一級 中1

男子1位 田中　朝陽 初段 中2

女子1位 小田 陽夏子 一級 中1

男子2位 中野　豪己 二段 中3

女子2位 千田　琴菜 初段 中2

男子1位 坂本　由樹 二段 中3

女子1位 荒木 乃々花 一級 中1

男子2位 佐藤　皓都 一級 中1

女子2位 木村　汐稀 初段 中2

男子1位 菅原　人時 二段 中3

女子1位 久保田 晴菜 初段 中2

男子2位 道下　晃誠 二段 中3

女子2位 永井 保那美 初段 中1

男子1位 三輪　純大 二段 中2

女子1位 内山　和香 二段 中3

男子2位 川﨑 遼太朗 初段 中2

女子2位 野中　仁湖 二段 中2

男子1位 小川　文太 一級 中1

女子1位 佐野　成美 二段 中3

男子2位 髙原　誓也 初段 中2

女子2位 佐野　文美 二段 中3

男子1位 日笠　夢斗 二段 中3

女子1位 吉瀬　　愛 初段 中2

男子2位 北　幸之助 二段 中3

女子2位 野崎　　栞 二段 中2

※団体戦参加者　：  131 名

　個人戦参加者　：   60 名

　　　計　　　　：  191 名

第33回北海道スポーツ少年団剣道交流大会　参加者一覧

越後　　実

第2代表 札幌市剣道スポーツ少年団選抜Ｂ 5 廣中　郁夫

札　幌

第1代表 札幌市剣道スポーツ少年団選抜Ａ 5

根　室

第1代表 － 0 若澤 めぐみ

第2代表 － 0 －

釧　路

第1代表 釧路市剣道スポーツ少年団選抜 5 丸谷　英勝

第2代表 － 0 －

十　勝

第1代表 帯広市剣道スポーツ少年団選抜 5 金澤　啓史

第2代表 音更柳町剣道スポーツ少年団 5 藤原　康弘

日　高

第1代表 平取義経剣心会スポーツ少年団 5 木下　正人

第2代表 静内剣心スポーツ少年団 5 田中　伸幸

胆　振

第1代表 伊達網代道場スポーツ少年団 5 花田　修幸

第2代表 壮瞥町竹友会剣道スポーツ少年団 5 小田　圭介

網　走

第1代表 遠軽町剣道スポーツ少年団選抜 5 小玉　浩史

第2代表 小清水町剣道スポーツ少年団 4 松田　匡司

宗　谷

第1代表 猿払村剣道スポーツ少年団 5 濱田　雅夫

第2代表 稚内市剣道スポーツ少年団選抜 5 工藤　大輔

留　萌

第1代表 増毛町剣道スポーツ少年団 5 髙橋　　徳

第2代表 留萌剣道スポーツ少年団 4 新田　博之

上　川

第1代表 旭川市剣道スポーツ少年団選抜 5 北本　　薫

第2代表 愛別剣道スポーツ少年団 5 上野　雅之

空　知

第1代表 砂川剣道スポーツ少年団 5 阿部　英明

第2代表 月形剣道スポーツ少年団 5 樋浦　翔太

後　志

第1代表 小樽剣道スポーツ少年団 5 石井　　隆

第2代表 岩内剣道スポーツ少年団 5 板谷　　仁

檜　山

第1代表 北桧山剣道スポーツ少年団 5 千葉 健太郎

第2代表 乙部町剣道スポーツ少年団 4 工藤　洋一

団 体 戦 出 場 チ ー ム区 分管内名

石　狩

第2代表

第1代表

江別市剣道スポーツ少年団選抜

千歳市剣道スポーツ少年団選抜

渡　島

第1代表 森町剣道スポーツ少年団

第2代表 長万部剣道スポーツ少年団

個 人 戦 出 場 者
監 督 名人 数

5

5

田中　　努

北嶋　健一

5 髙松　潤一

4 角田　勇次


