
ＮＯ 種目 所属１ 氏名１ 資格１ 所属２ 氏名２ 資格２

1 一般男子五段以上の部 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

埼玉三ヶ島道院拳友会 眞野　章彦 五段 飯能道院拳友会 伊藤　宏一 五段

2 一般男子三段、四段の部 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

埼玉鶴瀬道院拳友会 渋谷　亮 四段 埼玉藤久保道院拳友会 青山　大河 三段

3 一般女子三段以上の部 埼玉鶴瀬道院拳友会 五十嵐　裕美 四段 埼玉鶴瀬道院拳友会 丸山　真由 四段

4 一般男子初段、二段の部 朝霞道院拳友会 藤田　光瑠 二段 朝霞道院拳友会 小山　育斗 初段

草加道院拳友会 常深　宗一郎 二段 草加道院拳友会 土肥　大樹 二段

5 一般女子初段、二段の部 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

6 女子護身技法の部 埼玉鶴瀬道院拳友会 東　麻美 四段 東京電機大学 小川　雄太郎 三段

東松山道院拳友会 野澤　由香 初段 東松山道院拳友会 チア　ヴォンヴゥテア 二段

7 大学生男子の部 埼玉大学 登嶋　宏仁 初段 埼玉大学 横田　凜久 二段

東京電機大学 宮川　凌平 ２級 東京電機大学 葛西　博也 ３級

8 高校生男子の部 朝霞道院拳友会 野村　優羽 初段 朝霞道院拳友会 片田　美琴 初段

9 大学生女子の部 東洋大学川越 酒井　真凜 二段 東洋大学川越 大山　実桜 初段

10 中学生男子の部 城北埼玉学園 木幡　泉希 初段 城北埼玉学園 大久保　尚輝 ２級

志木スポーツ少年団 吉田　リアム慧 初段 志木スポーツ少年団 吉野　挙 二段

11 中学生女子の部 さいたま桜道院拳友会 飛永　侑美 １級 さいたま桜道院拳友会 小川　紗來 ３級

12 一般男子マスターズＡの部 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

埼玉妻沼道院拳友会 剱持　秀一 四段 埼玉妻沼道院拳友会 吉田　康之 六段

13 一般男子マスターズＢの部 埼玉鶴瀬道院拳友会 加治　隆 五段 埼玉鶴瀬道院拳友会 長田　倫庸 五段

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

14 一般女子マスターズの部 埼玉三ヶ島道院拳友会 川村　尚子 三段 埼玉三ヶ島道院拳友会 大賀　かおる 二段

15 小学生の部Ａ 志木スポーツ少年団 大野木　健晋 １級 志木スポーツ少年団 嶋村　皇大 初段

朝霞道院拳友会 小澤　夏希 ３級 朝霞道院拳友会 畠山　漣大郎 ４級

16 小学生の部Ｂ 埼玉鶴瀬道院拳友会 渡辺　光空聖 ５級 埼玉鶴瀬道院拳友会 植地　勇斗 ５級

草加道院拳友会 髙野　暖 ７級 草加道院拳友会 栢　あさひ ８級

17 親子の部 さいたま桜道院拳友会 梶谷　憲皇 五段 さいたま桜道院拳友会 梶谷　薫風 ２級

入間藤沢道院拳友会 佐藤　崇明 二段 入間藤沢道院拳友会 佐藤　優心 ４級

18 夫婦の部 さいたま桜道院拳友会 天下井　聡 四段 さいたま桜道院拳友会 天下井　茜 初段

19 一般団体の部 東松山道院拳友会 紫村　允明 三段 東松山道院拳友会 山本　達也 三段

東松山道院拳友会 古平　龍飛 三段 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 東松山道院拳友会 小針　康弘 二段

東松山道院拳友会 チア　ヴォンヴゥテア 二段 東松山道院拳友会 高橋　時人 二段

さいたま桜道院拳友会 堀田　耕三 四段 さいたま桜道院拳友会 小沢　将司 三段

さいたま桜道院拳友会 天下井　聡 四段 さいたま桜道院拳友会 天下井　茜 初段

さいたま桜道院拳友会 伊藤　耕作 二段 さいたま桜道院拳友会 松本　啓志 三段

さいたま桜道院拳友会 山岸　司 二段 埼玉大学 福田　紗千 二段

20 小学生団体の部 武蔵嵐山スポーツ少年団 福島　大稀 ２級 武蔵嵐山スポーツ少年団 瀨山　陽向 ２級

武蔵嵐山スポーツ少年団 野中　槙人 ２級 武蔵嵐山スポーツ少年団 田中　悠里 ４級

武蔵嵐山スポーツ少年団 村田　雅惺斗 ５級 武蔵嵐山スポーツ少年団 山岸　夕真 ５級

21 マイシードの部 埼玉狭山南道院拳友会 野村　誠 五段 所沢竜王道院拳友会 金子　和人 六段

22 男子運用法の部 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 五段

23 論文の部 草加道院拳友会 加藤恵子 三段
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