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札幌剣道連盟
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平成30年6月24日

第64回札幌支部高等学校剣道選手権大会
平成30年5月29日（火）～31日（木）

札幌啓成高等学校
男子団体

優 勝 札幌日大高校

準優勝 札幌第一高校

第三位 東海大札幌高校
第四位 北海高校
第五位 恵庭南高校

女子団体
優 勝 札幌日大高校
準優勝 東海大札幌高校
第三位 札幌新川高校
第四位 札幌厚別高校
第五位 札幌第一高校

男子個人
優 勝 濱田 公佑（札幌日大）
準優勝 小山 椎名（札幌日大）
第三位 梶 光汰（東海大札幌）
第四位 高田 康聖（札幌東）
第五位 杉沢 香樹（北海）

女子個人
優 勝 関川 絢心（札幌日大）
準優勝 濱田 裕佳（札幌日大）
第三位 尾張 陽菜（札幌日大）
第四位 荒井 愛生（札幌日大）
第五位 今野 愛菜（札幌日大）

第64回 北 海 道 剣 道 段 別 選 手 権 大 会

(兼 第66回全日本剣道選手権大会第一次予選会)

第33回北海道女子剣道段別選手権大会

(兼 第57回全日本女子剣道選手権大会第一次予選会）

平成30年5月27日（日）

道立総合体育センター

【男子】 優 勝 準優勝 第三位 第三位

初段 八重樫 元 清野 凌央 荒木 雅人 松本 彪雅

（旭川） （旭川） （札幌北区） （札幌東区）

二段 濱田 公佑 福井 靖晃 桶川 風雅 中﨑 幹太

（北広島） （北広島） （札幌豊平区） （北広島）

三段 八重樫 亮 坂本 丞 小山 椎名 小林 哲平

（岩見沢） （札幌南区） （北広島） （札幌北区）

四段 山田 凌平 古屋 将 伊澤 周都 伊佐 秀貴

（全釧路） （札幌南区） （札幌南区） （旭川）

五段 今村一誌保 木村 佳希 上村章太郎 藤澤 大輔

（札幌南区） （函館） （札幌北区） （札幌南区）

六段 工藤 雄太 飯田章太郎 松田 将宏 後木 顕人

（札幌南区） （札幌南区） （札幌南区） （札幌南区）

七段 若生 大輔 畠山 拓士 中田 幸直 中村雄二郎

（札幌南区） （札幌南区） （函館） （函館）

【女子】

初段 安澤 佑野 佐藤 ひな 山下 唯菜 今井 佑香

（旭川） （全釧路） （岩見沢） （滝川）

二段 関川 絢心 今野 愛菜 若林 美来 髙橋 穂華

（北広島） （北広島） （札幌南区） （石狩）

三段 牛木麻里奈 濱田 裕佳 尾張 陽菜 廣瀬 果音

（札幌東区） （北広島） （北広島） （札幌南区）

四段 今野 結芽 杉本 麗 上田佳奈江 宍戸 麗奈

（札幌南区） （札幌東区） （札幌東区） （北見地方）

五段 寶金由里香 吉田 佳那 若澤めぐみ

（札幌南区） （札幌東区） （羅臼）

六段以上 吉田 佳世 渡邊 恵美 岩村美奈子 山村 明香

（北見地方） （名寄地方） （美唄） （苫小牧）

称号・段位合格者

【称号の部】

剣道教士（5月6日付け）京都

畠山 拓士（南区） 石田 哲也（白石区）
秋川 錦市（南区）

剣道錬士（5月6日付け）京都
地白 允大（南区） 菅野 龍二（西区）
穴原 尚（南区）

杖道錬士（5月3日付け）京都
上出 都（北区）

【段位の部】
剣道六段（4月29日付け）京都
工藤 雄太（南区） 三冨 文靖（北区）

剣道六段（5月13日付け）愛知
更田 貴美（東区） 忍田 紀行（中央区）
高見 理一（北区） 佐藤 容啓（北区）
椎名 雄二（北区）

剣道七段（5月12日付け）愛知
今川 稔彦（中央区） 成田 道信（白石区）

第31回全国健康福祉祭剣道交流大会

≪札幌市代表決定≫

先 鋒 佐々木 洋 幸 （厚別区）
次 鋒 菅 原 浩 （東 区）
中 堅 村 正 裕 （西 区）
副 将 吉 田 政 博 （南 区）
大 将 古 賀 勝 男 （白石区）
(兼 監督)

※ 第31回全国健康福祉祭剣道交流大会
開催県 富山県
開催日 １１月３日(土)～５日(月)

第64回北海道学生剣道選手権大会

第45回北海道女子学生剣道選手権大会

平成30年5月13日(日）

北海道大学体育館
【男子】

優 勝 八重樫 亮（道教育大岩見沢）
準優勝 脇坂 奨（道教育大岩見沢）
第三位 遠藤 練（道教育大岩見沢）
第三位 飯田 紘斗（北海学園大）

【女子】
優 勝 小林 彩（道教育大岩見沢）
準優勝 伊藤麻里絵（道教育大岩見沢）
第三位 髙橋 春花（千歳リハビリ大）
第三位 後藤 実希（札幌大）


