
第59回埼玉県空手道選手権大会シード選手

形
優勝 準優勝 ３位 敢闘賞（４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 千間台 上尾南 さいたま揚志 千間台 さいたま揚志 行 田 上尾南 上 尾 

氏名 秋本悠真 片岡 晄 天野聖成 櫨畑由宇 坂本大知 菊地琉斗 三澤弘暉 田中 春

所属団体 上尾南 千間台 上 尾 上 尾 千間台 上 尾 さいたま揚志 東浦和

氏名 三澤夏帆 原篠苺花 加賀谷汐音 浅見まゆ 北原桃香 澤田明梨 持田麻由 安田四季

所属団体 千間台 千間台 行 田 川 越 吉 見 東浦和 所 沢 川 越 

氏名 山本勘太 藤村康平 吉田直哉 佐藤翔太 小林慶悟 関屋諒音 松原優樹 大竹隼豪

所属団体 千間台 所 沢 上 尾 北 本 浦和謙武 上尾南 行 田 西春日部

氏名 吉田杏泉 永塚双葉 上野聖奈 鈴木那結子 出水雅珠 判澤李紗 木村絢音 岩井茉莉

所属団体 川 越 上尾南 所 沢 さいたま揚志 さいたま揚志 北 本 上 尾 ふじみ野

氏名 渋谷晴翔 吉澤輝空 日向 漣 竜川遥斗 林 遥斗 塚田一輝 川口輝琉 多田健翔

所属団体 千間台 所 沢 所 沢 千間台 所 沢 北 本 千間台 さいたま揚志

氏名 太田夢乃 小杉咲楽 横濵来幸 堀 暖 白木温葉 山本みのり 白石瑞葵 金子 麗

所属団体 所 沢 大 宮 川 越 千間台 武蔵浦和 千間台 大 宮 深 谷 

氏名 小西剛聖 渡邉大夢 佐藤智哉 黒田翔生 神田 柊 原篠瑛多 松本健丸 高柳 葵

所属団体 上 尾 上 尾 所 沢 ふじみ野 さいたま揚志 浦和謙武 さいたま揚志 浦和謙武

氏名 山岸瑠里 ⾧谷川実依 片切美佑 菊池陽奈乃 マッド・ジェシー望美 佐藤なつの 鈴木彩里 上田一桃葉

所属団体 所 沢 千間台 武蔵浦和 岩 槻 深 谷 行 田 所 沢 所 沢 

氏名 八島瑞希 吉田大晟 江口椋哉 武村勇希 知久嘉希 権代充輝 小山桜太 永塚功透

所属団体 上 尾 北 本 北 本 所 沢 北 本 吉 見 北 本 所 沢 

氏名 渡部愛蘭 山本ひまり 平江彩乃 中村綾音 千本松海鈴 田中玖瑠未 北村麻友子 星野真衣

所属団体 川 越 行 田 浦和中央 西春日部 ふじみ野 川 越 さいたま揚志 千間台

氏名 森井皓一 小林蒼空 荒木款大 八重畑祐太 倉元快維 大竹崚太 倉田洋輔 岩野夢月

所属団体 千間台 上 尾 千間台

氏名 寺道瑠奈 駒井琴羽 北原柚香

所属団体 栄北高等学校 栄北高等学校 栄北高等学校

氏名 小和瀬斗真 山川大斗 前田拳太郎

所属団体 武蔵浦和 千間台 栄北高等学校

氏名 朝岡奈々 岩田彩菜 三澤可奈

所属団体 上 尾 浦和謙武 所 沢 上 尾 大 宮 上尾南 浦和謙武 大 宮 

氏名 川口真吾 早津 陸 西岡矩毅 髙𣘺 聖 小垣勇太 金井恒司 河合俊宏 内山恵一朗

所属団体 武蔵浦和 所 沢 岩 槻 

氏名 早川梨緒 安藤陽子 渡辺未菜美

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 さいたま南 行 田 千間台 上 尾 さいたま揚志 上 尾 さいたま揚志 朝 霞 

氏名 森元啓介 菊地琉斗 秋本悠真 町田晟太 坂本大知 山岸弥聖 竜川熙斗 谷口右将

所属団体 上 尾 上 尾 さいたま揚志 さいたま揚志 東浦和 北浦和 上 尾 浦和謙武

氏名 加賀谷汐音 澤田明梨 持田麻由 福田千晴 安田四季 角田穂乃歌 浅見まゆ 角田優香

所属団体 千間台 行 田 浦和中央 所 沢 川 越 千間台 川 越 所 沢 

氏名 山本勘太 吉田直哉 蒲田明飛 松原優樹 大竹隼豪 藤村康平 佐藤翔太 川原大和

所属団体 千間台 上 尾 行 田 浦和謙武 浦和中央 上尾南 西春日部 上 尾 

氏名 吉田杏泉 上野聖奈 木村絢音 出水雅珠 西本実紀 判澤李紗 岩井茉莉 大﨑明香里

所属団体 さいたま揚志 さいたま揚志 所 沢 浦和謙武 所 沢 所 沢 行 田 和 光 

氏名 林 遥斗 倉田泰暢 中島一翔 髙橋遥斗 日向 漣 水村璃人 髙橋隼人 河内賢斗

所属団体 所 沢 さいたま揚志 さいたま南 浦和中央 所 沢 浦和謙武 武蔵浦和 千間台

氏名 横濵来幸 金子 麗 高橋彩夏 小見彩音 小杉咲楽 阿部まひろ 笠木栞歩 太田夢乃

所属団体 所 沢 川 越 所 沢 さいたま南 春日部 上 尾 上 尾 南越谷

氏名 福田将汰 佐藤智哉 大野天馬 石井竜雅 山本陽太 山内大輝 宮﨑来輝 馬場弥礼

所属団体 上 尾 さいたま揚志 上 尾 浦和謙武 浦和中央 朝 霞 所 沢 さいたま揚志

氏名 山岸瑠里 鈴木彩里 ⾧谷川実依 佐藤なつの 高柳若奈 山家万由子 浅見妃寧 福田晴香

所属団体 所 沢 岩 槻 朝 霞 浦和謙武 所 沢 朝 霞 さいたま南 所 沢 

氏名 永塚功透 武村勇希 高橋翔太 榎本隼人 田口翔悟 庄司法生 朝倉一輝 根岸玲恩

所属団体 行 田 春日部 さいたま南 北 本 所 沢 北 本 蓮 田 北 本 

氏名 渋谷瑠良 山口すみれ 高橋美喜 千本松海鈴 大江凜歩 北村麻友子 奥澤香凜 平江彩乃

所属団体 さいたま揚志 行 田 上 尾 上 尾 行 田 さいたま揚志 武蔵浦和 大 宮 

氏名 菅田聖也 小林蒼空 小川 開 大上鈴ノ心 大島鼓太郎 マッド・マックス勝大 笠木 空 山本直季

所属団体 上 尾 西春日部 武蔵浦和 浦和謙武

氏名 駒井琴羽 相楽千瑛里 神津陽世 早次彩乃

所属団体 栄北高等学校 大 宮 栄北高等学校 栄北高等学校 南越谷 栄北高等学校 武蔵浦和 浦和謙武

氏名 村田朋也 村山 翔 浅野天冴 水原拓斗 竹澤瑠将 山口澪音 金澤仁至 榎本光希

所属団体 栄北高等学校 栄北高等学校

氏名 石井梨玖 橋本育実

所属団体 行 田 千間台 北 本 上 尾 千間台 所 沢 千間台 武蔵浦和

氏名 五十嵐達郎 酒巻 純 ⾧島君典 吉田拓未 大成昌樹 西岡矩毅 森戸考央 石井進治

所属団体 所 沢 浦和謙武

氏名 安藤陽子 赤羽香純

一般男子

一般女子

高校生女子

小学５年男子

小学５年女子

小学６年男子

小学６年女子

中学１年男子

中学１年女子

中学２年男子

中学２年女子

高校生男子

小学４年女子

中学２年男子

中学２年女子

高校生男子

高校生女子

一般男子

一般女子

小学3年男子

小学３年女子

小学4年男子

中学１年女子

小学3年男子

小学３年女子

小学4年男子

小学４年女子

小学５年男子

小学５年女子

小学６年男子

小学６年女子

中学１年男子


