
第６1回埼玉県空手道選手権大会シード選手

61回種目名 形　60回大会成績
優勝 準優勝 ３位 ３位

所属団体 上尾南 上尾南 上尾南 上尾
氏名 辻󠄀本　裕貴 齋藤　祐 佐藤　駿成 渡部　風雅
所属団体 浦和謙武 浦和謙武 さいたま揚志 上尾東
氏名 松嵜　陽 儘田　悠叶 門屋　凛香 八木　萌々子
所属団体 上尾南 行田 上尾東 上尾東
氏名 矢野　寛翔 澤田　俊輝 宇田川羽琉 高山璃空
所属団体 川越 所沢 所沢 上尾南
氏名 中島　西椛 白木　春百 髙橋　佑奈 鷹野　心優
所属団体 千間台 川越 さいたま揚志 さいたま南
氏名 秋本　悠真 櫻井　理久 坂本大知 森元啓介
所属団体 上尾南 千間台 千間台 浦和謙武
氏名 三澤　夏帆 原篠　苺花 北原　桃香 得丸　歩生
所属団体 千間台 千間台 川越 千間台
氏名 山本　勘太 藤村　康平 佐藤　翔太 誉田　悠真
所属団体 上尾 浦和謙武 さいたま揚志 東浦和
氏名 上野　聖奈 出水　雅珠 松山　茉紘 村松　苺愛
所属団体 野老桃陽支部 川越 志木 上尾
氏名 日向　漣 渋谷　晴翔 南雲　駿之介 川口　輝琉
所属団体 所沢 所沢 千間台 千間台
氏名 白木　温葉 小杉　咲楽 堀　暖 太田　夢乃
所属団体 浦和謙武 千間台 上尾 行田
氏名 早津　陸 中田　匠 川口　真吾 五十嵐　達郎
所属団体 武蔵浦和 武蔵浦和 岩槻 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

組手　60回大会成績
優勝 準優勝 ３位 ３位

所属団体 行田 北本 浦和謙武 所沢
氏名 菊地　優斗 塚田　勇輝 内田　宗佑 赤松遥人
所属団体 入間 さいたま揚志 浦和謙武 上尾東
氏名 坂下　千晴 門屋　凛香 松嵜　陽 八木萌々子
所属団体 野老桃陽支部 行田 上尾南 上尾東
氏名 八島　泉珠 澤田　俊輝 齋藤　皇 伊藤瑠良
所属団体 所沢 川越 川越 所沢
氏名 白木　春百 中島　西椛 戸田　実玖 髙橋　佑奈
所属団体 さいたま南 上尾 春日部 上尾
氏名 森元　啓介 町田　晟太 中森　勘詠 上田　健翔
所属団体 上尾 上尾 千間台 春日部
氏名 浅見　まゆ 加賀谷　汐音 原篠苺花 山本結月
所属団体 千間台 所沢 朝霞 浦和中央
氏名 山本　勘太 早坂　琉翔 谷口　諒真 三浦　亮成
所属団体 千間台 上尾 浦和謙武 行田
氏名 吉田　杏泉 上野　聖奈 出水　雅珠 木村　絢音
所属団体 さいたま揚志 野老桃陽支部 北本 大宮
氏名 林　遥斗 日向　漣 塚田　一輝 稲村　昇吾
所属団体 さいたま揚志 武蔵浦和 入間 北本
氏名 金子　麗 江口　梗花 中畑　未来 鈴木　里瀬
所属団体 行田 北本 吉見 上尾
氏名 五十嵐　達郎 長島君典 稲見研人 吉田昂生
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
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