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区 分 区 分

王将 安西 浩一 大宮自衛隊 選手 優勝 大川 翔 青葉拳友会 選手

金将 遠藤 孝典 修猷塾 選手 準優勝 涌井 大介 第１空挺団 選手

銀将 大塚 裕一 黒綾館 選手 三位 國分 洋平 中央大学 選手

区 分 敢闘賞 新渡戸 達也 第１空挺団 選手

優勝 加藤 歌恋 拳明会 選手 区 分

準優勝 糸井 星 国士舘大学 選手 優勝 橋本 明廣 大宮自衛隊 選手

三位 木南　ワカナ 千葉拳道会 選手 準優勝 小森 彪楽 明治大学 選手

敢闘賞 山田 桃香 青山学院大学 選手 三位 堀 誉慶 大宮自衛隊 選手

区 分 敢闘賞 上盛 達也 第１空挺団 選手

優勝 柿本 徹也 第１空挺団 選手

準優勝 高田 幸治 千葉拳道会 選手

三位 片岡 海斗 中央大学 選手

敢闘賞 林 秀喜 駒澤大学 選手

第19回日本拳法埼玉県選手権大会・日本拳法埼玉県少年選手権大会
第7回日本拳法埼玉県王将戦

結果報告
平成30年9月24日

王将戦 一般有段Ｂの部

一般段外の部

一般女子の部

一般有段Aの部

関係各位 日本拳法埼玉県連盟 大会会長 長澤政行

大会実行委員長 石川 了

第19回日本拳法埼玉県選手権大会・日本拳法埼玉県少年拳法選手権大会・第

7日本拳法埼玉県王将戦において、皆様の多大なるご協力、ご支援を頂きまし

て、誠にありがとうございました。

おかげさまをもちまして、約120名のエントリーを得、実のある大会を開催

することができました。これからも、埼玉県連盟の発展を目指し、がんばる所

存でございます。今後ともさらなるご指導、ご鞭撻を賜りたく宜しくお願い申
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区 分 区 分

優勝 簀戸 達博 船橋拳法倶楽部 選手 優勝 青木 海凪斗 拳精館 選手

準優勝 佐藤 伶音 拳明会 選手 準優勝 伊藤 康汰 幸心館 選手

三位 古川 世莉 拳精館 選手 三位 佐藤 稜真 拳明会 選手

区 分 区 分

優勝 古川 陽聖 拳精館 選手 優勝 山田 太粋 拳精館 選手

準優勝 大竹 健翔 拳精館 選手 準優勝 内山 恭平 拳精館 選手

三位 宮内 星名 拳精館 選手 三位 布施 優馬 拳明会 選手

敢闘賞 田子 芽依莉 幸心館 選手 敢闘賞 久徳 悠月 御殿場道場 選手

区 分 区 分

優勝 簀戸 智隆 船橋拳法倶楽部 選手 優勝 加藤 秀飛 拳明会 選手

準優勝 大槻 優介 船橋拳法倶楽部 選手 準優勝 中澤 悠瑠 御殿場道場 選手

三位 岩﨑 琉晟 船橋拳法倶楽部 選手 敢闘賞 田村 龍光 御殿場道場 選手

敢闘賞 庄司 麦 拳精館 選手 区 分

区 分 優勝 岩﨑 彪馬 船橋拳法倶楽部 選手

優勝 庄司 紅 拳精館 選手 準優勝 吉岡 良祐 圏央ネット 選手

準優勝 田村 佳蓮 御殿場道場 選手 三位 青木 海偉斗 拳精館 選手

三位 伊藤 緋希 幸心館 選手

小学１・２の部

小学３年の部 中学生の部

小学４年の部

小学高学年・中学生女子の部

高校生の部

小学６年　男子の部

中学３年実撃の部


