
第６０回埼玉県空手道選手権大会

形

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）

所属団体 上尾南 上尾南 上尾南 上尾 上尾 浦和謙武 浦和謙武 さいたま南

氏名 辻󠄀本　裕貴 齋藤　祐 佐藤　駿成 渡部　風雅 掛川　拓登 長島　虎生 内田　宗佑 下村　陸斗

所属団体 浦和謙武 浦和謙武 さいたま揚志 上尾東 上尾東 入間

氏名 松嵜　陽 儘田　悠叶 門屋　凛香 八木　萌々子 小西　舞 坂下　千晴

所属団体 上尾南 行田 上尾東 上尾東 千間台 上尾南 川越 上尾東

氏名 矢野　寛翔 澤田　俊輝 宇田川羽琉 高山璃空 柴田　壮翼 齋藤　皇 富田　航生 竹野谷颯斗

所属団体 川越 所沢 所沢 上尾南 川越 川越 さいたま揚志 川越

氏名 中島　西椛 白木　春百 髙橋　佑奈 鷹野　心優 戸田　実玖 山本　ひより 髙橋　星空 戸田　凛

所属団体 千間台 川越 さいたま揚志 さいたま南 行田 さいたま揚志 上尾東 岩槻

氏名 秋本　悠真 櫻井　理久 坂本大知 森元啓介 菊地琉斗 天野聖成 須藤敦士 関優真

所属団体 上尾南 千間台 千間台 浦和謙武 浦和謙武 上尾 東浦和 さいたま揚志

氏名 三澤　夏帆 原篠　苺花 北原　桃香 得丸　歩生 角田　優香 浅見　まゆ 安田　四季 持田　麻由

所属団体 千間台 千間台 川越 千間台 所沢 行田 吉見 所沢

氏名 山本　勘太 藤村　康平 佐藤　翔太 誉田　悠真 川原　大和 吉田　直哉 小林　慶悟 早坂　琉翔

所属団体 上尾 浦和謙武 さいたま揚志 東浦和 春日部 北本 武蔵浦和 所沢

氏名 上野　聖奈 出水　雅珠 松山　茉紘 村松　苺愛 境野　佑美 鈴木　那結子 神津　和乙 北野　李奈

所属団体 野老桃陽支部 川越 志木 上尾 大宮 さいたま揚志 所沢 大宮

氏名 日向　漣 渋谷　晴翔 南雲　駿之介 川口　輝琉 稲村　昇吾 竜川　遥斗 安藤　蔵之助 小林　樹

所属団体 所沢 所沢 千間台 千間台 千間台 千間台 浦和中央 北本

氏名 白木　温葉 小杉　咲楽 堀　暖 太田　夢乃 島﨑　藍 大竹　咲希 小見　彩音 鈴木　里瀬

所属団体 川越 所沢 川越 上尾 千間台 さいたま南 野老桃陽支部 上尾

氏名 佐藤　智哉 小西　剛聖 横川　大智 上野　峻輔 原篠　瑛多 石井　竜雅 大野　天馬 宮﨑　来輝

所属団体 上尾 上尾 所沢 武蔵浦和 所沢 さいたま揚志 浦和謙武 北本

氏名 山岸瑠里 長谷川実依 浅見妃寧 内間結唯 片切美佑 鈴木彩里 上田一桃葉 新井紅葉
中学２年女子形

中学１年男子形

中学１年女子形

中学２年男子形

小学５年女子形

小学６年男子形

小学６年女子形

小学４年男子形

小学４年女子形

小学５年男子形

蓮田市総合市民体育館（パルシー）

平成31年3月31日

小学３年男子形

小学３年女子形 ー ー

表彰対象外



所属団体 野老桃陽支部 さいたま南 千間台 武蔵浦和 野老桃陽支部 浦和謙武 さいたま南 南越谷支部

氏名 八島瑞希 朝倉一輝 吉田大晟 江口椋哉 田口翔悟 榎本隼人 廣澤寛太郎 小川陸斗

所属団体 上尾 北本 北本 北本 和光 北本 北本 深谷

氏名 渡部　愛蘭 山本　ひまり 平江彩乃 千本松海鈴 橋本亜季 北村麻友子 藤井香怜 久保田さくら

所属団体 栄北高等学校 栄北高等学校 上尾 栄北高等学校 川越 川越 千間台 千間台

氏名 片岡　滉晴 齋藤ダーナ 渡部魁心 岩下京右 佐藤佑真 森井皓一 片野翔瑠 岩野夢月

所属団体 千間台 栄北高等学校 千間台 深谷 深谷 栄北高等学校 春日部松濤館 大宮

氏名 岩田　彩菜 村田　千紗 寺道　瑠奈 知久　瑠璃子 染谷奏美 小田唯名 小川雪桜 加藤紗弥

所属団体 浦和謙武 千間台 上尾 行田 深谷 大宮 春日部 浦和謙武

氏名 早津　陸 中田　匠 川口　真吾 五十嵐　達郎 知久亮太郎 小垣勇太 渡邉海也 髙島稔昭

所属団体 武蔵浦和 武蔵浦和 岩槻 野老桃陽支部 上尾 野老桃陽支部 春日部 野老桃陽支部

氏名 早川　梨緒 朝岡　奈々 渡辺　未菜美 安藤　陽子 吉田　萌笑 大野　桃子 渡邉　里麻 梁木　百合香

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）

所属団体 行田 北本 浦和謙武 所沢 上尾南 春日部松濤館 浦和謙武 春日部松濤館 

氏名 菊地　優斗 塚田　勇輝 内田　宗佑 赤松遥人 齋藤祐 小川空純 長島虎生 楠王我

所属団体 入間 さいたま揚志

氏名 坂下　千晴 門屋　凛香

所属団体 野老桃陽支部 行田 上尾南 上尾東 さいたま南 上尾東 川越 南越谷支部

氏名 八島　泉珠 澤田　俊輝 齋藤　皇 伊藤瑠良 宇都宮　司 宇田川羽琉 久永　悠人 瀬尾　雄歩

所属団体 所沢 川越 川越 所沢 北本 川越 ふじみ野支部 東浦和

氏名 白木　春百 中島　西椛 戸田　実玖 髙橋　佑奈 千本　松鈴夏 山本　ひより 大山　凜 春日井　紅羽

所属団体 さいたま南 上尾 春日部 上尾 千間台 千間台 所沢 さいたま揚志

氏名 森元　啓介 町田　晟太 中森　勘詠 上田　健翔 秋本　悠真 櫨畑　由宇 赤松　楓太 天野　聖成

所属団体 上尾 上尾 千間台 春日部 さいたま揚志 さいたま揚志 浦和謙武 大宮

氏名 浅見　まゆ 加賀谷　汐音 原篠苺花 山本結月 福田千晴 持田麻由 得丸歩生 中村奏
小学５年女子組手

小学４年男子組手

小学４年女子組手

小学５年男子組手

ー ー ー ー ー ー

一般女子形

小学３年男子組手

小学３年女子組手

高校男子形

高校女子形

一般男子形

中学３年男子形

中学３年女子形



所属団体 千間台 所沢 朝霞 浦和中央 行田 浦和中央 川越 浦和中央

氏名 山本　勘太 早坂　琉翔 谷口　諒真 三浦　亮成 吉田　直哉 大木　駿 佐藤　翔太 田坂　天響

所属団体 千間台 上尾 浦和謙武 行田 さいたま揚志 浦和中央 ふじみ野支部 ふじみ野支部

氏名 吉田　杏泉 上野　聖奈 出水　雅珠 木村　絢音 松山　茉紘 西本　実紀 倉元　結愛 田中　常葉

所属団体 さいたま揚志 野老桃陽支部 北本 大宮 川越 さいたま南 さいたま揚志 さいたま揚志

氏名 林　遥斗 日向　漣 塚田　一輝 稲村　昇吾 渋谷　晴翔 佐藤　明 松本　琉志 坂本　一真

所属団体 さいたま揚志 武蔵浦和 入間 北本 千間台 春日部 浦和謙武 白岡

氏名 金子　麗 江口　梗花 中畑　未来 鈴木　里瀬 島﨑　藍 中森　詩乃 岸　育実 吉田　奈未

所属団体 川越 川越 上尾 行田 行田 武蔵浦和 上尾 ふじみ野支部

氏名 佐藤　智哉 横川　大智 山内　大輝 千原　大和 木村　優心 清野　勇誠 上野　峻輔 相生　泰輝

所属団体 上尾 上尾 浦和謙武 さいたま揚志 朝霞 武蔵浦和 所沢 ふじみ野支部

氏名 山岸　瑠里 長谷川　実依 上田　一桃葉 鈴木　彩里 山家　万由子 内間　結唯 浅見　妃寧 菊池　陽奈乃

所属団体 さいたま南 野老桃陽支部 北浦和 武蔵浦和 浦和謙武 さいたま南 児玉 野老桃陽支部

氏名 朝倉一輝 田口翔悟 山岡怜士朗 江口椋哉 榎本隼人 廣澤寛太郎 坂本貴哉 八島瑞希

所属団体 行田 春日部 北本 北本 北本 蓮田 吉見 深谷

氏名 渋谷　瑠良 山口すみれ 北村麻友子 千本松海鈴 藤井香怜 奥澤香凜 田中玖瑠未 久保田さくら

所属団体 栄北高等学校 花咲徳栄高等学校 花咲徳栄高等学校 花咲徳栄高等学校 花咲徳栄高等学校 花咲徳栄高等学校 川越 花咲徳栄高等学校

氏名 市川銀二郎 関根謙斗 阿久津龍司 岡崎諒平 堀江竜星 山﨑和 佐藤佑真 大澤尊

所属団体 深谷 深谷 花咲徳栄高等学校 栄北高等学校 栄北高等学校 栄北高等学校 栄北高等学校 花咲徳栄高等学校

氏名 知久瑠璃子 染谷奏美 藤平梨沙 村田千紗 朝倉菜積 秋元怜 小田唯名 藤村心暖

所属団体 行田 北本 吉見 上尾 千間台 千間台 浦和謙武 千間台

氏名 五十嵐　達郎 長島君典 稲見研人 吉田昂生 中田匠 森戸考央 河合俊宏 福地恭介

所属団体 野老桃陽支部 上尾 浦和謙武 行田

氏名 安藤陽子 吉田萌笑 赤羽香純 亀井わこ
一般女子組手 ー ー ー ー

高校男子組手

高校女子組手

一般男子組手

中学２年女子組手

中学３年男子組手

中学３年女子組手

中学１年男子組手

中学１年女子組手

中学２年男子組手

小学６年男子組手

小学６年女子組手



団体戦

形

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

組手

優勝 準優勝

優勝1 準優勝2 第三位3 第三位4 敢闘賞5 敢闘賞6 敢闘賞7 敢闘賞8

北　本 ー ー ー ー一般団体組手 所属団体 千間台Ａ 千間台Ｂ 上　尾

ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー

一般団体形 所属団体 千間台 野老桃陽支部

高校生団体男子形 所属団体 栄北高等学校 川　越 南越谷

千間台 上　尾 北本支部Ａ ー ー ー

上　尾Ｂ ー ー ー ー

中学生団体女子形 所属団体 所　沢 武蔵浦和

中学生団体男子形 所属団体 川　越Ａ 野老桃陽 武蔵浦和

上　尾 北　本 ー ー ー ー

上尾東 ー ー ー ー

小学生高学年団体女子形所属団体 千間台 浦和謙武

小学生高学年団体男子形所属団体 川　越 千間台 さいたま揚志

ー ー ー ー ー ー

上尾南Ｂ ー ー ー ー

小学生低学年団体女子形所属団体 川　越 上尾東

小学生低学年団体男子形所属団体 上尾東Ａ 上尾南Ａ 所　沢


