
種目 カテゴリ 優　勝 準　優　勝 ３　位 ４　位
落合 玲祐 落合 祐輝 落合 早輝 田伏 武

札幌科学技術専門学校 どさんこスポチャンクラブ 北星学園大学付属高校 札幌協会

加藤 奈菜 高村 真碧 畠山 慶太 小田切 渓

どさんこスポチャンクラブ 市立函館高校 北海道大学 北海道大学

犬飼 玲哉 村田 匠海 黒滝 菜絵 小松 玲音

川北小学校 上野幌中学校 南小学校 江別市立大麻小学校

太田 悠晴 石川 陽 福田 桂士 多田 尊
澄川西小学校 伏見小学校 幌南小学校 藻岩南小学校

桑野 名累 粂川 悠真 桑野 壱行
苫小牧市立拓進小学校 苫小牧市立ウトナイ小学校 はくちょう幼稚園（苫小牧市）

落合 玲祐 落合 早輝 橋本 航 落合 祐輝
札幌科学技術専門学校 北星学園大学付属高校 函館スポチャンクラブ どさんこスポチャンクラブ

納谷 樹 高村 真碧 後藤 大輝 小田切 渓
北翔大学 市立函館高校 北海道大学 北海道大学

犬飼 玲哉 村田 匠海 多田 みかど 黒滝 菜絵
川北小学校 上野幌中学校 南小学校 南小学校

太田 悠晴 石川 陽 岩田 滉平 多田 尊

澄川西小学校 伏見小学校 江別市立大麻小学校 藻岩南小学校

最上 駿 粂川 悠真 松坂 佳輔 桑野 壱行

真駒内桜山小学校 苫小牧市立ウトナイ小学校 南小学校 はくちょう幼稚園（苫小牧市）

無級 幼年～小学低学年 松坂 佳輔 大場　結生 最上 駿 柳谷 登羽
（オープン） 南小学校 清田南小学校 真駒内桜山小学校 藻岩小学校

無級 小学高学年 由水 天稀 小林 留維 宮地 珠生
（オープン） 真駒内桜山小学校 幌南小学校 真駒内桜山小学校

無級  一般 藤原 秀至 藤原 佑
（オープン） 北海道大学 北海道大学

落合 玲祐 足立 浩介 吉田 健志 落合 早輝
札幌科学技術専門学校 苫小牧沼ノ端スポチャンクラブ 青森県協会 北星学園大学付属高校

阿部 真宙 高村 真碧 小田切 渓 葛西 泰吉
北海道大学 市立函館高校 北海道大学 北海道大学

犬飼 玲哉 森 新 大場 空翔 村田 匠海
川北小学校 真駒内桜山小学校 清田中学校 上野幌中学校

小林　悠人 太田 悠晴 石川 陽 柳谷 理仁
南小学校 澄川西小学校 伏見小学校 藻岩小学校

桑野 名累 粂川 悠真 桑野 壱行
苫小牧市立拓進小学校 苫小牧市立ウトナイ小学校 はくちょう幼稚園（苫小牧市）

無級 幼年～小学低学年 最上 駿 石川 晴 大場　結生 石川 明
（オープン） 真駒内桜山小学校 伏見小学校 清田南小学校 なかのしま幼稚園

無級 小学高学年 由水 天稀 小林 留維 宮地 珠生
（オープン） 真駒内桜山小学校 幌南小学校 真駒内桜山小学校

無級  一般 追越 敬太 藤原 秀至 藤原 佑
（オープン） 北海道大学 北海道大学 北海道大学

最上 駿
真駒内桜山小学校

犬飼 玲哉
川北小学校

落合 玲祐

札幌科学技術専門学校

太田 悠晴 松田 和磨 粂川 悠真 小林 悠人

澄川西小学校 江別市立大麻小学校 苫小牧市立ウトナイ小学校 南小学校

犬飼 玲哉 黒滝 菜絵 大場 空翔 最上 駿

川北小学校 南小学校 清田中学校 真駒内桜山小学校

高村 真碧 村上 晴樹 阿部 真宙 柳原 幹大

市立函館高校 國學院大學北海道短期大学部 北海道大学 北海道科学大学

栗原 大治 岩田 滉平 桑野 名累 粂川 悠真
澄川西小学校 江別市立大麻小学校 苫小牧市立拓進小学校 苫小牧市立ウトナイ小学校

由水 天稀 大場 空翔 宮地 珠生 村田 匠海
真駒内桜山小学校 清田中学校 真駒内桜山小学校 上野幌中学校

阿部 真宙 高村 真碧 納谷 樹 吉中 悠士郎
北海道大学 函館高校 北翔大学 北海道大学

小
太
刀
の
部

長
剣
の
部 ８級～10級 の部

８級～10級 の部

初段以上 の部

１級・２級 の部

３級～５級 の部

６級・７級 の部

基
本
動
作
の
部

初段以上 の部

１級～３級 の部

4級～６級 の部

７級 の部

８級～10級 の部

初段以上 の部

１級・２級 の部

３級～５級 の部

６級・７級 の部

サ
バ
イ
バ
ル
の
部

初級 幼年～小３

　サバイバルの部は、
　優勝者のみ、入賞。

中級 小４～中学生

上級 高校生～一般

エ
キ
シ
ビ
シ
ョ
ン

楯小太刀 初級

楯小太刀 中級

楯小太刀 上級

楯長剣 初級

楯長剣 中級

楯長剣 上級


