
2018年全国大会ｉｎぐんま・埼玉県代表者一覧表

全国大会種目名 NO 所属１ 氏名１ 資格１ 所属２ 氏名２ 資格２

1 埼玉鶴瀬道院拳友会 嶋村　雅人 四段 埼玉鶴瀬道院拳友会 戸田　翔 五段

2 西川口道院拳友会 小山　岳志 五段 西川口道院拳友会 松本　健一郎 四段

3 埼玉鶴瀬道院拳友会 渋谷　亮 四段 埼玉鶴瀬道院拳友会 内田　智之 四段

4 草加道院拳友会 武田　昇 四段 草加道院拳友会 長妻　大地 三段

5 さいたま桜道院拳友会 梶谷　星慈 初段 さいたま桜道院拳友会 梶谷　銀河 １級

6 草加道院拳友会 土肥　大樹 二段 草加道院拳友会 常深　宗一郎 二段

一般女子初段、二段の部 7 東松山道院拳友会 田村　香 二段 東松山道院拳友会 新井　綾乃 二段

8 埼玉鶴瀬道院拳友会 野村　尚道 五段 埼玉鶴瀬道院拳友会 富永　奈緒 四段

9 埼玉藤久保道院拳友会 土屋　美咲 二段 埼玉藤久保道院拳友会 田中　誠 初段

10 埼玉大学 菊池　拓哉 二段 埼玉大学 下田　康太 初段

11 城西大学 山口　臣人 初段 東京国際大学 柳　晴季 初段

12 川越東高校 川村　優太 三段 川越東高校 神嵜　真季 二段

13 朝霞道院拳友会 片田　美琴 初段 朝霞道院拳友会 小山　育斗 初段

14 さいたま桜道院拳友会 大岩　浩晃 初段 さいたま桜道院拳友会 渡辺　永遠 ３級

15 熊谷道院拳友会 松本　大智 初段 熊谷道院拳友会 倉田　有雀 初段

16 朝霞道院拳友会 清水　杏虹 ２級 朝霞道院拳友会 林　真歩 １級

17 埼玉行田道院拳友会 四方田　奈樺 初段 埼玉行田道院拳友会 小野田　有沙 ２級

18 埼玉藤久保道院拳友会 忠平　訓 六段 熊谷道院拳友会 松本　智一 六段

19 埼玉妻沼道院拳友会 吉田　康之 六段 埼玉妻沼道院拳友会 剱持　秀一 四段

20 埼玉鶴瀬道院拳友会 加治　隆 五段 埼玉鶴瀬道院拳友会 佐藤　勝己 六段

21 朝霞道院拳友会 陣野　文彦 五段 朝霞道院拳友会 河原　喜美雄 四段

22 埼玉三ヶ島道院拳友会 大賀　かおる 二段 埼玉三ヶ島道院拳友会 川村　尚子 三段

23 埼玉越谷道院拳友会 新井　真紀 ２級 埼玉越谷道院拳友会 井原　優子 ２級

24 埼玉花園道院拳友会 青木　隼人 １級 埼玉花園道院拳友会 大野　晴己 １級

25 朝霞道院拳友会 山口　瀬里菜 ３級 朝霞道院拳友会 畠山　漣大郎 ４級

小学生の部Ｂ 26 埼玉鶴瀬道院拳友会 五十嵐　陽祐 ４級 埼玉鶴瀬道院拳友会 深山　僚太 ５級

親子の部 27 入間藤沢道院拳友会 佐藤　崇明 初段 入間藤沢道院拳友会 佐藤　優心 ６級

夫婦の部 28 さいたま桜道院拳友会 山岸　ひかる 三段 さいたま桜道院拳友会 山岸　司 二段

東松山道院拳友会 紫村　充明 三段 東松山道院拳友会 飯野　彬 二段

東松山道院拳友会 新井　綾乃 二段 東松山道院拳友会 田村　香 二段

東松山道院拳友会 チア・ヴォンプティア 初段 東松山道院拳友会 山本　達也 三段

埼玉大学 小笠原　利起 三段 埼玉大学 菊池　拓哉 二段

埼玉大学 下田　康太 初段 埼玉大学 福田　紗千 初段

埼玉大学 登嶋　宏仁 初段 埼玉大学 横田　凜久 初段

城西大学 森田　祐樹 三段 城西大学 鈴木　健太 三段

城西大学 山口　臣人 初段 東京国際大学 植村　菜々子 初段

東京国際大学 柳　晴季 初段 東京国際大学 浅井　優一 ４級

川越東高校 川村　優太 三段 川越東高校 神嵜　真季 二段

川越東高校 水川　光 初段 川越東高校 舩戸　綜馬 1級

川越東高校 菅井　悠汰 1級 川越東高校 篠宮　翼 1級

川越東高校 吉田　颯汰 ６級 川越東高校 菅谷　愛斗 ６級

武蔵嵐山スポーツ少年団 野中　涼帆 ３級 武蔵嵐山スポーツ少年団 飯野　龍海 ３級

武蔵嵐山スポーツ少年団 福島　大稀 ４級 武蔵嵐山スポーツ少年団 瀨山　陽向 ４級

武蔵嵐山スポーツ少年団 野中　槙人 ４級 武蔵嵐山スポーツ少年団 山岸　夕真 ７級

マイシードの部 34 草加道院拳友会 綿野　廣之 五段 草加道院拳友会 小田橋　武美 三段

男子運用法の部 35 所沢竜王道院拳友会 西野　亨 四段 所沢竜王道院拳友会 内田　真悟 四段

女子運用法の部 36 埼玉鶴瀬道院拳友会 東　麻美 四段 草加道院拳友会 佐藤　尚子 四段

論文の部 37 草加道院拳友会 加藤　恵子 三段
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大学生団体の部

女子護身技法の部

中学生男子の部

中学生女子の部

一般女子マスターズの部

31

大学生男子の部

高校生男子の部

一般男子マスターズＡの部

一般男子マスターズＢの部

小学生の部Ａ
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高校生団体の部

小学生団体の部
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大会運営委員会

一般団体の部

29
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一般男子五段以上の部

一般男子初段、二段の部

一般男子三段、四段の部


