
クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位 クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
杉野史織 和工田樹希 井上豪 神成悠 長塚唯 大髙流歌
桜琳塾 坂本金町 光誠会 活士化武 桜琳塾 埼玉木村
鈴木徳真 横田翔太郎 鈴木そよ 熊谷優辰 林寿海 高崎佑都 大橋凛太郎 村上拓矢
埼玉木村 野澤道場 桜琳塾 埼玉木村 坂本栃木 神奈川加藤 東京佐藤 野澤道場
小野一翔 渋谷維吹 後藤結心 牛尾隆成 岩野歩夢 小田島悠翔 並木友希 中川真治
神奈川加藤 無限勇進会 千葉五常の会 神奈川井上 拳友会中山 拳友会中山 埼玉今井 坂本金町
池田優心 佐々木暁人 八木沢実琴 杉山渓人 和田凜太郎 永井樹 高村子浩 伊藤大翔
埼玉木村 埼玉木村 坂本栃木北 静岡山口 拳武会南浦和 神武館 無限勇進会 三重橋本
井出優輝 守屋蒼助 山本貫太 加藤悠世 小林元輝 野澤エディ
坂本座間 静岡山口 坂本金町 拳友会総本部 東京佐藤 野澤道場
松本常 波木井春陽 掛川桃羽 長谷川李緒 東江近衛 福田怜美
桜琳塾 白蓮湘南鎌倉 埼玉木村 埼玉木村 千葉船橋 神奈川加藤
中村真里 佐藤愛里 加古琴美 清水優衣 上村莉央 鈴木はぐみ
東京佐藤 東京佐藤 坂本金町 無限勇進会 埼玉今井 桜琳塾
川村香笑 守屋祗楽 曾田悠人 澤田瑞毅 木下幸太郎
神奈川井上 武蹴会館 真正會 武蹴会館 武蹴会館
大池虎 小関優心 柴崎健誠 近藤圭真 小笠原健斗 佐藤慶心 鈴木祥生
東京佐藤 坂本金町 村椿道場 武蹴会館 真正會 東京佐藤 神奈川井上
石井一輝 片岡聖翔 横田龍太郎 井出愛輝 古谷貫多 加木美咲 森川太雅 竹井蓮人
KWF日本 埼玉木村 野澤道場 坂本座間 SKC武心館 東京佐藤 武蹴会館 宮崎山下
渋谷優河 秋葉竜之介 東樹 宗石凰雅 山中一成 波木井陽夏 船山大凱 小田嶋元蔵
無限勇進会 無限勇進会 福井高橋 神奈川井上 東京佐藤 白蓮湘南鎌倉 山形田畑 韓道場
渡邉明日香 若井蘭 北口瑠杏 中村真央 水町早希 大池暖
神奈川井上 村椿道場 坂本栃木 東京佐藤 栄光会館 東京佐藤
川村香笑 丹野桜花 森本愛梨 齋藤絆菜
神奈川井上 山形田畑 神奈川井上 飛馬道場
岡山月輝 大竹翔山 柴崎樹生 加藤健太 関根大悟 早田朋生 畑中啓斗 飯塚恭吾
白蓮墨田 真正會 武蹴会館 東京佐藤 坂本港北 神奈川加藤 神奈川加藤 東京佐藤
山口瑠葦 杉本優樹 村岡暁翔 杉渕敬人 遠藤大地 武川昴聖 佐々木智将 並木元希
埼玉木村 神奈川井上 神奈川井上 東京佐藤 KWF日本 神奈川加藤 埼玉木村 埼玉今井
長谷川凰星 門田唄侍 三橋興成 花香耀磨 池田拓歩 逸見純之介 木田大輔 大髙結人
無限勇進会 飛馬道場 千葉渡邊 埼玉木村 埼玉木村 武蹴会館 SKC武心館 埼玉木村
大野花恋 岩上芽瑠 中平葵 澤田莉奈 鈴木麗空歩 大場孔揮 浅野慶太郎 鈴木斗大
神奈川井上 坂本足利 東京佐藤 東京佐藤 静岡山口 無限勇進会 千葉渡邊 福島安齋

小学６年選抜+４０

小学６年選抜-４０

小学６年中上級

小学５年女子選抜

小学６年初級

小学５年女子

小学５年初級

小学４年女子選抜

小学４年女子

小学４年選抜-30

小学３年女子

小学３年選抜

小学３年中上級

小学３年初級

小学1年女子選抜

小学２年初級

小学４年初級

小学５年中上級

小学５年選抜-３５

小学５年選抜+３５

小学１年女子

第10回埼玉県空手道交流大会結果

年中

年長選抜

小学1年初級

小学１年上級

小学４年中上級

小学３年女子選抜

年長

小学４年選抜+30

小学２年女子選抜

小学２年女子

小学２年選抜

小学１年選抜

小学２年中上級



クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位 クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
木村美沙希 伊藤龍吾
拳友会中山 士衛塾山梨
鵜澤向日葵 戸川夕渚 小川瑞樹 山村優奈 廣田友里
無限勇進会 桜琳塾 無限勇進会 東京佐藤 東京佐藤
新井田晃成 中根海翔 加地然 久保寛大 藤井春菜 桜井恵鯉子 諸徳寺晴 熊谷明日香
神奈川井上 東京紅衛会 東京佐藤 東京佐藤 神奈川井上 東京佐藤 神奈川加藤 東京佐藤
松下武蔵 野崎凛太 浅古妃美香 川村咲笑
神奈川井上 埼玉木村 埼玉木村 神奈川井上
清水怜央 齊藤純也 吉田翔太郎 佐藤圭悟
白蓮湘南鎌倉 東京佐藤 無限勇進会 神奈川井上
福田凛愛 大野篤貴 小泉海都 家口嵩広 佐藤龍則
武立会館 無限勇進会 真士会 東京広尾 千葉渡邊
富田夏音 田代莉友海 奥山情香 仲沢紅瑠美 増山隆太 松田潤
開心塾 KWF日本 山形田畑 東京紅衛会 東京広尾 坂本城西
渡辺慧 伊藤塁 箕浦柊太 荒尾純
坂本城東 神奈川井上 東京佐藤 埼玉今井
新里誠光 紅谷凱 和田琉騎 本郷海琉 並木太希 萱沼侑大 小山魁斗 佐々木湊
武立会館 拳武会南浦和 東京紅衛会 FCK輝心会 埼玉今井 東京佐藤 神奈川加藤 埼玉木村
佐々木啓太 田丸斗羽 柴崎雄誠 中川瑛太 大藤陽生 伊藤旬晴
神奈川井上 武蹴会館 村椿道場 千葉渡邊 千葉五常の会 神奈川加藤
黒田佳歩 田中汰知 髙橋慶次 根形奏多 折原寧紀
FKC栃木 埼玉木村 東京紅衛会 東京佐藤 坂本金町
村上蘭 塩田美梨 遠藤元気 溝江匠真 渡邉瑛汰 小林武生
真正會 埼玉木村 KWF日本 神奈川井上 神奈川井上 東京佐藤
伊藤勇人 関根尽哉 小林直生 会田隆二 酒巻奏大 小野田叡仁
千葉五常の会 神奈川加藤 東京佐藤 坂本座間 坂本栃木 坂本足利
山川颯斗 福島敦史 大下竹蔵 与那嶺太翔 文元翼 川江昌敏
山形田畑 浜井派東京 桜琳塾 坂本座間 千葉渡邊 浜井派草加
鈴木力斗 米田連也 吉田健人 大山波人 渡部櫂世 吉田ｱﾄﾞﾘｱｰﾉ

東京紅衛会 坂本金町 東京佐藤 結城空手 埼玉木村 東京紅衛会
須藤正治 小山純一 坂本裕昭 武蔵清亮
坂本足利 東京佐藤 結城空手 神奈川加藤
藤本大輔 遠藤哉
坂本金町 神奈川加藤
布施光宏 谷中英之 鵜飼健志 藤澤隆宏
KWF日本 坂本座間 小宮道場 FCK栃木
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【ベスト8表彰対象者】
人数の多いクラスはベスト8まで表彰
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