
第14回秋季埼玉県級者空手道交流大会

形

優勝 準優勝 ３位 ３位(敢闘賞) 敢闘賞（5位） 敢闘賞（６位） 敢闘賞（7位） 敢闘賞（8位）

幼児 所属団体 浦和謙武 浦和謙武 上尾東 浦和謙武 深谷 さいたま南 南越谷 白岡

氏名 髙橋　晃太 髙島　加瑚 宇田川　羽叶 中田　藍那 吉田　彩良 小口　孝幸 石塚　瀬南 吉澤　　駿

小学１．２年 所属団体 北本 北本 春日部 狭山 浦和謙武 上尾東 上尾東 千間台

初級　男女 氏名 荒井　優花 山本　亮太 持木　啓杜 百瀬　菜紬 石井　翔唯 川又　美月 小坂　優奈 中村　紀代良

小学３．４年 所属団体 狭山 さいたま南 野老桃陽 狭山 ふじみ野 上尾 上尾 千間台

初級　男女 氏名 関水　美咲 竹内　璃子 富澤　太一 益池　日和 澤田　千明 梶　心結香 市沢　優愛 山本　一真

小学５．６年 所属団体 岩槻 入間 千間台 岩槻 さいたま南 北浦和 西上尾 岩槻

初級　男女 氏名 藤村　明音 北出　隼 浅見建太 小山碧斗 内田翔 平丸音羽 栗原真翔 芝辰良

小学１．２年 所属団体 千間台 川越 川越 上尾 蓮田 さいたま揚志 児玉 ふじみ野

中級　男女 氏名 戸嶋　碧花 渡邊　咲希 久永　陸人 小倉　千慧 吉野　瑞生 南　　海里 高橋　央成 渡邉　翔太

小学３．４年 所属団体 千間台 ふじみ野 野老桃陽 上尾東 千間台 春日部 春日部 志木

中級　男女 氏名 小川　慧将 山本　希空 三觜　琉亜 関根　結月 前田　悠太 小滝　陽翔 持木　唯杜 杉浦　音海

小学５．６年 所属団体 狭山 川越 狭山 志木 ふじみ野 行田 東浦和 野老桃陽

中級　男女 氏名 益池　こころ 波田野　睦 大野　凪葉 倉田　優樹 佐藤　絆菜 加藤　樹希矢 鳥井　愛可 矢口　江里香

小学１．２年 所属団体 さいたま揚志 ふじみ野 さいたま揚志 さいたま揚志 浦和謙武 行田 さいたま揚志 深谷

上級　男女 氏名 鈴木　天馬 菊池　有希 加藤　健太郎 入江　志帆 武藤　利拓 澤田　乙葉 小澤　蒼誠 金井　優奈

小学３．４年 所属団体 川越 浦和謙武 千間台 武蔵浦和 さいたま揚志 武蔵浦和 千間台 南越谷

上級　男女 氏名 横川　莉子 角田　宏隆 関根　心太 鈴木　蓮介 南　　統真 吉田　遼太郎 堂面　明日香 高橋　椋眞

小学５．６年 所属団体 千間台 千間台 千間台 千間台 千間台 川越 南越谷 野老桃陽

上級　男女 氏名 加藤　涼一郎 戸嶋　亮太 加藤　里香 元田　　要 吉田　陽洸 丸山　稀生 山田　憲士朗 三觜　毅生

中学生 所属団体 野老桃陽 さいたま揚志

中級　男女 氏名 富澤璃美 菅家侑生人

中学生 所属団体 北本 南越谷

上級　男女 氏名 小林　まどか 神保　智洋

一般 所属団体 浦和謙武 浦和謙武 春日部 武蔵浦和

初級　男女 氏名 髙島　温子 菅谷　未季 相澤　真弓 閔　庚奭

一般 所属団体 上尾南 東浦和 上尾 東浦和 西上尾 川越 西上尾 東浦和

中級　男女 氏名 矢野　聡子 関屋　智絵 小林　恵司 長岡　博樹 栗原明日美 大川善也 栗原敬介 清本泰子

一般 所属団体 大宮 東浦和 川越 東浦和

上級　男女 氏名 中村　祐司 鳥井　誠吾 正木　崇之 松﨑　　愛

一般 所属団体 春日部 上尾南 武蔵浦和 志木 浦和謙武 上尾 大宮 志木

有段者　男子 氏名 中森　一利 矢野　拓也 沖宗　亮介 美和史紫 前田浩喜 須賀正明 小林洋造 南雲孝太郎

一般 所属団体 さいたま揚志 浦和謙武 浦和中央 東浦和 野老桃陽 野老桃陽 東浦和 東浦和

有段者　女子 氏名 矢島　沙緒里 石田　文代 沼口　有希 仲村智子 水村真帆 日向記代子 桑原由美子 齊藤真理

ファミリー形

A優勝 B1優勝 Ｂ2優勝 C優勝 D優勝 E優勝 F優勝 G優勝

ファミリー形 所属団体 さいたま揚志 川越 さいたま揚志 春日部 浦和謙武 狭山 浦和中央 さいたま揚志

ファミリー名 鈴木ファミリー 佐藤ファミリー 松山ファミリー 中森ファミリー 角田ファミリー 川原ファミリー 大滝ファミリー 天野ファミリー

行田グリーンアリーナ

令和元年10月22日



組手

優勝 準優勝 ３位 ３位 敢闘賞（5位） 敢闘賞（６位） 敢闘賞（7位） 敢闘賞（8位）

幼児 所属団体 浦和謙武 深谷 行田 浦和謙武 川越 志木 上尾東 ふじみ野

氏名 髙橋　晃太 吉田　彩良 清水　海正 髙島　加瑚 矢田　　旭 松田　祥瑛 宇田川　羽叶 澤田　明純

小学１．２年 所属団体 浦和中央 狭山 千間台 浦和謙武 北本 川越 浦和中央 千間台

初級　男女 氏名 大滝　　暦 百瀬　菜紬 中村　紀代良 渡邉　百花 山本　亮太 正木　　葵 橘　　碧音 大栗　　司

小学３．４年 所属団体 北本 野老桃陽 浦和謙武 狭山 狭山 ふじみ野 千間台 川越

初級　男女 氏名 木村　理久 富澤　太一 渡邉　瑠里奈 関水　美咲 益池　日和 沼尾　光希 高波　柊哉 尾崎　晴斗

小学５．６年 所属団体 岩槻 岩槻

初級　男女 氏名 藤村　明音 小山　碧斗

小学１．２年 所属団体 狭山 さいたま揚志 川越 上尾 深谷 児玉 白岡 千間台

中級　男女 氏名 川原　竜也 南　　海里 渡邊　咲希 小倉　千慧 川田　大夢 高橋　央成 木村　優斗 戸嶋　碧花

小学３．４年 所属団体 千間台 千間台 春日部 桶川 北本 児玉 ふじみ野 児玉

中級　男女 氏名 水原　柊斗 髙野　悠斗 相澤　虹凪 髙野　　要 五味　蒼空 植松　鴻太 西　　陸斗 永尾　歩奈

小学５．６年 所属団体 川越 狭山 児玉 武蔵浦和 志木 ふじみ野 狭山 狭山

中級　男女 氏名 波田野　睦 益池　こころ 今成　翔太 木全　悠斗 倉田　優樹 佐藤　絆菜 松尾　優希 大野　凪葉

小学１．２年 所属団体 白岡 浦和謙武 さいたま揚志 浦和謙武 大宮 浦和謙武 ふじみ野 白岡

上級　男女 氏名 篠崎　　森 髙島　旺士朗 入江　志帆 武藤　利拓 中村　楽斗 熊谷　静莉 菊池　有希 阿部　陸月

小学３．４年 所属団体 武蔵浦和 浦和謙武 千間台 武蔵浦和 川越 春日部 行田 ふじみ野

上級　男女 氏名 吉田　遼太郎 角田　宏隆 齋藤　修大 鈴木　蓮介 横川　莉子 本橋　颯天 富田　渚月 越智　古都

小学５．６年 所属団体 川越 入間 南越谷 武蔵浦和 南越谷 大宮 千間台 南越谷

上級　男女 氏名 丸山　稀生 森上　幾史 島野　瑛太 吉永　和々愛 小見　悠吾 秋山　英芭 加藤　里香 稲垣　　翔

中学生 所属団体 さいたま揚志

有級 氏名 菅家侑生人

中学生 所属団体 東浦和

上級　男子 氏名 佐々木　航大

一般 所属団体 川越 武蔵浦和 川越 川越

有級　男子 氏名 佐藤　宏信 吉田　岳史 角田　康之 及川　泰壮

一般 所属団体 東浦和 東浦和 北本 北本

有級　女子 氏名 関屋　智絵 清本　泰子 小林　小枝子 伊藤　紀子

一般 所属団体 川越 大宮 南越谷 春日部

上級　男子 氏名 正木　崇之 中村　祐司 石塚　信次 小滝　誠一

一般 所属団体 東浦和 大宮

上級　女子 氏名 松﨑　　愛 山口　里絵乃

一般 所属団体 白岡 志木 千間台 浦和謙武 深谷 行田 春日部 上尾

有段者　男子 氏名 木村　寧臣 美和　史紫 吉田　洋平 前田　浩喜 島田直人 小林寿雄 中森一利 須賀正明

一般 所属団体 上尾 東浦和 東浦和 浦和中央

有段者　女子 氏名 金田　美紀 桑原　由美子 仲村　智子 沼口　有希


