
2017.9.24　関八州覚醒親善空手道選手権大会　埼玉県　結果集計 ★　団体組手　埼玉県本部　優勝　（２連覇）

青年男子形 ２回戦 春日部 筒井　博明 熟年男子形 ベスト８ 熟年男子組手 第３位 春日部 渡邉　淳一

青年男子形 第３位 青年男子組手 優勝 所沢 田中　知宏 熟年男子形 １回戦 熟年男子組手 １回戦 さいたま南 大竹　庄司

青年男子形 ベスト８ 川越 戸田　宗宏 泰山Ⅰ男子形 １回戦 泰山Ⅰ男子組手 第３位 浦和謙武 稲垣　順久

青年男子形 棄権 青年男子組手 棄権 浦和謙武 儘田　博志 泰山Ⅰ男子形 第３位 泰山Ⅰ男子組手 棄権 春日部 齋藤　正

青年男子形 １回戦 青年男子組手 ２回戦 東浦和 吉野　努 泰山Ⅰ男子形 ベスト８ 泰山Ⅰ男子組手 １回戦 東浦和 佐藤　美智男

青年男子形 ２回戦 青年男子組手 １回戦 東浦和 真壁　孝至 泰山Ⅱ男子形 ベスト８ 東浦和 阿部　昇

青年男子組手 ２回戦 東浦和 松井　紀 泰山Ⅱ男子形 第３位 泰山Ⅱ男子組手 １回戦 深谷 高野　喜代司

青年男子形 １回戦 青年男子組手 １回戦 所沢 植原　倫也 泰山Ⅱ男子形 ２回戦 東浦和 稲垣　金矢

中年男子形 ベスト８ 中年男子組手 １回戦 大宮 内山 惠一朗 泰山Ⅱ男子形 ベスト８ 泰山Ⅱ男子組手 優勝 東浦和 沼尻　邦彦

中年男子形 １回戦 春日部 山口　武彦 泰山Ⅲ男子形 ベスト８ 川越 遠藤　京二

中年男子形 １回戦 川越 高橋　基 少女形 ベスト８ 川越 齋藤　まどか

中年男子形 ２回戦 中年男子組手 棄権 大宮 金子　　直樹 青年女子形 準優勝 青年女子組手 優勝 所沢 大野　桃子

中年男子形 １回戦 中年男子組手 １回戦 深谷 橋本　邦彦 青年女子組手 準優勝 浦和謙武 赤羽　香織

中年男子形 １回戦 中年男子組手 １回戦 浦和謙武 安田　寛治 青年女子形 １回戦 川越 渋谷　智子

中年男子形 １回戦 中年男子組手 １回戦 所沢 牛窪　健仁 中年女子形 １回戦 中年女子組手 １回戦 東浦和 桑原　由美子

中年男子形 ベスト８ 中年男子組手 優勝 所沢 岩花　正貴 中年女子形 ベスト８ 中年女子組手 ２回戦 所沢 足立　由季子

中年男子形 １回戦 中年男子組手 棄権 春日部 勝沼　直彦 中年女子形 ベスト８ 浦和謙武 小沢　裕美子

中年男子形 １回戦 浦和謙武 島村　勉 中年女子形 １回戦 中年女子組手 準優勝 浦和謙武 石田　文代

中年男子形 1回戦 中年男子組手 １回戦 川越 戸田　和宏 中年女子形 ベスト８ 中年女子組手 １回戦 所沢 星　由美

中年男子形 ２回戦 川越 大竹　修 中年女子形 ベスト８ 中年女子組手 第３位 春日部 渡邉　英子

壮年男子形 １回戦 壮年男子組手 １回戦 浦和謙武 前田　浩喜 壮年女子形 ベスト８ 壮年女子組手 第３位 東浦和 齊藤　真理

壮年男子形 ベスト８ 壮年男子組手 優勝 所沢 後藤　誠爾 壮年女子形 棄権 大宮 山口　　千穂

壮年男子形 １回戦 壮年男子組手 ３回戦 所沢 常世田　泰正 壮年女子形 ベスト８ 壮年女子組手 優勝 東浦和 川邊　光弥

壮年男子形 ベスト８ 壮年男子組手 ３回戦 南越谷 柴垣 利文 壮年女子形 優勝 壮年女子組手 １回戦 浦和謙武 津村　佳津江

壮年男子形 第３位 大宮 稲村　　昌則 熟年女子形 優勝 熟年女子組手 優勝 東浦和 塚田　千雪

壮年男子形 １回戦 壮年男子組手 棄権 浦和謙武 山本　学 泰山Ⅰ女子形 ベスト８ 泰山Ⅰ女子組手 準優勝 東浦和 高田　正子

熟年男子組手 １回戦 北浦和 野　雄三 泰山Ⅰ女子形 準優勝 泰山Ⅰ女子組手 第３位 東浦和 安中　勝子

熟年男子形 棄権 大宮 大塚　　明 泰山Ⅲ女子形 第３位 泰山Ⅲ女子組手 第３位 浦和謙武 小澤　節子


