
形試合
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）

氏名 大竹春生 小山桜太 吉田大晟 廣澤寛太郎 知久嘉希 江口椋哉 藤沼亮太 榎本隼人
所属団体 所沢 北越谷 北越谷 西浦和 深谷 武蔵浦和 浦和中央 浦和謙武
氏名 伊藤伊織 山口すみれ 平田　澪 渡部愛蘭 黒田愛梨花 山崎紅彩 山本ひまり 藤井陽菜
所属団体 川口 春日部 川口 上尾 入間 川口 北本 北越谷
氏名 杉崎巧季 石津怜桜 和井田唯人 荒木款大 阿部　征 小泉大翼 渡辺慎吾 森井皓一
所属団体 川口 川口 北越谷 浦和中央 川口 浦和中央 岩槻 川越
氏名 平沢明香里 駒井琴羽 寺道瑠奈 竹林莉沙 宮澤芹菜 原田結依 佐竹彩絢 中谷友南
所属団体 東浦和 上尾 北越谷 上尾南 行田 入間 西春日部 所沢
氏名 渡部魁心 長谷川大翔 榎本史悠 小杉恭平 佐々木達啓 有路廉騎 嶋津裕人 水越稜太
所属団体 上尾 所沢 上尾南 北越谷 川口 北越谷 所沢 所沢
氏名 泥谷梨沙 星野美月 知久瑠璃子 前田光凜 和田華奈 染谷奏美 竹内　萌 今関唯花
所属団体 北越谷 所沢 深谷 川口 所沢 深谷 浦和謙武 北本
氏名 村山　翔 岡田夏樹 岩下京右 宍戸京介 田中亮佑 金澤仁至 齋藤久也 斉藤久純
所属団体 大宮 入間 大宮 北越谷 南越谷 武蔵浦和 武蔵浦和 春日部
氏名 佐藤花音 秋元　怜 村田千紗 土田彩葵 市来優羽 駒井裕羽 吉澤万音 岡村茉奈
所属団体 上尾南 行田 北本 所沢 上尾 上尾 浦和謙武 上尾
氏名 蝦名翔太 杉崎巧実 坂巻貴憲 美和賢心 横川慶大 向井大喜 山本剛琉 平江佑企
所属団体 大宮 川口 西春日部 志木 川口 南越谷 北本 北本
氏名 佐藤奈美 朝岡奈々 渡邉里麻 吉田萌笑 藤沼めぐみ 池内青海 村山珠緒 中野陽菜
所属団体 浦和謙武 武蔵浦和 春日部 上尾 浦和中央 さいたま揚志 東浦和 東浦和
氏名 設楽陸斗 小林航起 村田朋也 岩下周平 渡邊龍太 石井泰成 加藤蓮太 山崎諒真
所属団体 北越谷 岩槻 北本 大宮 武蔵浦和 入間 東浦和 北越谷
氏名 知久雅楽子 蒲田透子 吉澤　瞳 大島歩美 灰野未有美 渋谷咲良 染谷映香 宮本　華
所属団体 深谷 浦和中央 北本 上尾 浦和中央 行田 深谷 ふじみ野
氏名 吉田拓未 田口舜平 宗村一輝 都丸　快 竹内虹介 山崎遥大 今井翔也 庭野　涼
所属団体 上尾 所沢 武蔵浦和 志木 武蔵浦和 さいたま揚志 西浦和 北本
氏名 渡辺未菜美 森川茉帆 森田美衣子 久保田明里 土田真菜 上田彩乃 由利陽良 濱川李佳
所属団体 岩槻 所沢 大宮 川口 所沢 上尾 上尾 児玉
氏名 中田　匠 西岡矩毅 渡邉海也 小島大典 桐生　綾 鶴野俊介 佐藤大樹 知久亮太郎
所属団体 栄北 所沢 春日部 岩槻 北越谷 北越谷 浦和謙武 深谷
氏名 村上夏帆 細野海月 池平倫美 佐藤愛理 木村遥菜 樋口　葵 芝中　碧 藤木由貴子
所属団体 浦和中央 武蔵浦和 川口 西浦和 西浦和 西浦和 志木 北越谷
氏名 川口真吾 早津　陸 金井恒司 荒木健次郎 伊田　涼 河合俊宏 西村信平 板倉弘明
所属団体 上尾 浦和謙武 上尾南 北越谷 岩槻 浦和中央 行田 川口
氏名 柴崎暢子 上杉ユミ 早川梨緒 安藤陽子 加藤真衣 大野桃子 新藤信子 千種ゆりこ
所属団体 川口 川口 武蔵浦和 所沢 さいたま揚志 所沢 さいたま揚志 所沢
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組手試合
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）

氏名 江口椋哉 知久嘉希 根岸玲恩 瓜生千颯 本橋智輝 朝倉一輝 瓜生　晴 八島瑞希
所属団体 武蔵浦和 深谷 所沢 川口 所沢 西浦和 川口 所沢
氏名 伊藤伊織 山崎紅彩 奥澤香凜 羽尻帆乃加 黒田愛梨花 梅本雪花 平田　澪 山本ひまり
所属団体 川口 川口 蓮田 西浦和 入間 入間 川口 北本
氏名 杉崎巧季 阿部　征 石津怜桜 平井光希 杉村龍飛 小川　開 倉田洋輔 藤波皇弥
所属団体 川口 川口 川口 蓮田 蓮田 上尾 さいたま揚志 上尾
氏名 竹林莉沙 佐竹彩絢 駒井琴羽 宮澤芹菜 寺道瑠奈 稲葉彩乃 柴崎来望 北原柚香
所属団体 上尾南 西春日部 上尾 行田 北越谷 上尾 北本 北越谷
氏名 秋本航也 榎本史悠 小川祥輝 三上和哉 菊池泰生 江口柊哉 黒田舜也 関根　航
所属団体 北越谷 上尾南 行田 さいたま揚志 所沢 武蔵浦和 北越谷 岩槻
氏名 泥谷梨沙 和田華奈 染谷奏美 小村日奈乃 内田　環 竹内　萌 角野　愛 秋山夢乃
所属団体 北越谷 所沢 深谷 春日部松濤館 北越谷 浦和謙武 浦和中央 春日部松濤館
氏名 田中亮佑 仁平　蓮 金澤仁至 岡田夏樹 斉藤久純 岩部克哉 村山　翔 加納飛雅
所属団体 南越谷 北越谷 武蔵浦和 入間 春日部 上尾 大宮 志木
氏名 秋元　怜 山小瀬　凜 佐藤花音 菊池芽梨衣 岩田彩菜 瀧島彩夏 金子　萌 木下　陸
所属団体 行田 浦和中央 上尾南 岩槻 北越谷 川越 大宮 北浦和
氏名 荒木翔太 望月周也 黒田勝望 山口澪音 坪原アルトゥール浅野天冴 今井陽大 加藤　蓮
所属団体 北越谷 所沢 入間 蓮田 春日部 上尾 西浦和 南越谷
氏名 池内青海 吉田萌笑 佐藤奈美 渡邉里麻 中野陽菜 千葉花夏 藤沼めぐみ 山口未優
所属団体 さいたま揚志 上尾 浦和謙武 春日部 東浦和 児玉 浦和中央 浦和中央
氏名 髙橋　将 橋本吾郎 設楽陸斗 水原拓斗 石井泰成 山崎諒真 窪田大輔 川勝　空
所属団体 武蔵浦和 児玉 北越谷 北越谷 入間 北越谷 武蔵浦和 上尾
氏名 橋本彩花 吉澤　瞳 知久雅楽子 大島歩美 渋谷咲良 小沢天音 倉上　萌 蒲田透子
所属団体 所沢 北本 深谷 上尾 行田 浦和謙武 児玉 浦和中央
氏名 吉田拓未 今井翔也 庭野　涼 宗村一輝 田口舜平 山﨑智也 原田直人 山崎遥大
所属団体 上尾 西浦和 北本 武蔵浦和 所沢 児玉 北越谷 さいたま揚志
氏名 森川茉帆 池内夏海 小川原梨紗 濱川李佳 笹原環那 渡辺未菜美 土田真菜 森田美衣子
所属団体 所沢 さいたま揚志 南越谷 児玉 岩槻 岩槻 所沢 大宮
氏名 中野力斗 赤出川玲央 吉村拓真 小熊章太郎 月村光陽 吉田昂生 湯田夏輝 長谷川白虎
所属団体 花咲徳栄 花咲徳栄 埼玉栄 花咲徳栄 花咲徳栄 栄北 花咲徳栄 埼玉栄
氏名 大内郁美 齋藤　翼 我妻萌乃花 別府遥香 赤羽香純 増尾日奈 田中佑華 菊池咲奈
所属団体 埼玉栄 花咲徳栄 花咲徳栄 埼玉栄 浦和謙武 花咲徳栄 南越谷 花咲徳栄
氏名 西村信平 石井進治 柴崎智史 五十嵐達郎 西村信八 岡村朋宙 後藤誠爾 薬師寺拓哉
所属団体 行田 武蔵浦和 川口 行田 行田 川口 所沢 川口
氏名 安藤陽子 西村わこ 大野桃子 加藤真衣
所属団体 所沢 行田 所沢 さいたま揚志

団体戦

一般男子

一般女子

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

中学３年男子

中学３年女子

高校生男子

高校生女子

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



優勝 準優勝 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞
形 川口Ａ 浦和中央 川口Ｂ 上尾Ａ 武蔵浦和 北越谷 西春日部 上尾Ｂ
所属団体
形 北越谷Ｂ 所沢Ｃ 北越谷Ａ 北越谷Ｃ 武蔵浦和Ａ 所沢Ａ 上尾Ｃ 川越Ａ
所属団体
形 岩槻 上尾Ａ 武蔵浦和Ａ 北越谷Ａ 川口Ａ 北本Ａ 所沢Ｂ 武蔵浦和Ｂ
所属団体
形 栄北高等学校
所属団体
形 川口Ｂ 川口Ａ 行田 北本
所属団体

優勝 準優勝 ３位 ３位
組手 行田 北越谷 北本 武蔵浦和
所属団体

一般

小学低学年

小学高学年

中学生

高校生

一般


