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６年生男子無差別

NO 氏名 所属 県

体
重
（k
g）

1 井上　勇希 奈良県 90

9 齋藤　孝仁 大阪府 68

幸心会正善館道場

済美館

3 木暮　一翔 徳島県 60

4 土居　魁成 香川県 54

藍住真導スポーツ少年団

志度柔道スポーツ少年団

5 桑原　光琉 島根県 68

6 藤田　将虎 福岡県 59

三隅柔道スポーツ少年団

月隈武徳館道場

2 田中　皓大 大分県 77

10 藤井　哲成 愛媛県 67

中津少年柔道クラブ

三島柔道会

7 上本　晃大 埼玉県 80

8 小杉　虎也 山口県 70

八潮柔道クラブ

宇部柔道クラブスポーツ少年団

11 増田　樹 山口県 56

12 大内　隼人 香川県 60

暁柔道少年団

 栗林柔道スポーツ少年団

13 法堂　温真 広島県 74

14 松下　竜己 福岡県 67

美心塾柔道教室

小倉東少年柔道クラブ

15 西川　晃生 徳島県 70

16 鏡山　丈翔 岡山県 80

上板柔友会

笠岡彰善館

17 石倉　昌和 島根県 54

18 早瀬　獅竜 広島県 57

東出雲柔道スポーツ少年団

熊野柔友会

19 西村　虎哲 佐賀県 72

20 藤原　健友 岡山県 77

伊心館

磐梨武道館

21 綾部　汰一 神奈川県 53

22 川上　翔大 香川県 54

寒川柔友会

牟礼柔道スポーツ少年団

23 栗原　龍峨 山口県 60

24 日名子　秋晴 福岡県 52

岩国少年柔道クラブ

宗像Ｊクラブ

25 朝長　桜輔 福岡県 53

39 信濃　蓮介 香川県 55

桜野柔道

志度柔道スポーツ少年団

27 武田　洸一郎 岡山県 66

28 久礼田　圭太 高知県 95

玉島武道館

南国少年柔道クラブ

29 米澤　虎春 兵庫県 64

30 有村　幸之助 鹿児島県 54

二見少年柔道クラブ

かわなべ柔道スポーツ少年団

31 白川　智輝 徳島県 52

32 藤原　光心 熊本県 64

藍住真導スポーツ少年団

光道場

33 井上　星太 佐賀県 65

34 篠原　一護 滋賀県 56

津武館

柔仁会

35 秋本　愛翔 島根県 75

36 空久保　透汰 広島県 76

益田市柔道教室

熊野柔友会

26 堀井　剛輝 香川県 49

38 吉岡　虎太朗 徳島県 77

牟礼柔道スポーツ少年団

上板柔友会

37 佐藤　舞虎 福岡県 102

40 松本　稜平 岡山県 66

稲築柔道教室

磐梨武道館

41 野村　昂央 山口県 57

43 大石　健生 神奈川県 88

暁柔道少年団

寒川柔友会

42 波多江　悠真 福岡県 51

44 八木　駿龍 大分県 61

志摩柔道スポーツ少年団

USA 小倉塾

赤松　佑臥 広島県 85

48 山田　琥太郎 香川県 65

45 谷川　翔輝 奈良県 70

46 藤　悠聖 福岡県 51

47

幸心会正善館道場

月隈武徳館道場

八本松柔道教室

牟礼柔道スポーツ少年団

50

52 田中　大斗 大阪府 58

49 原　連太郎 島根県 53

51 城戸　健汰 佐賀県 88

50 矢野　志 岡山県

益田市柔道教室

有田警心館

磐梨武道館

あすなろクラブ

55宗像Ｊクラブ

56

56 鈴木　瑛太 徳島県 58

53 山崎　凌空 香川県 67

55 梶原　翔吾 山口県

三豊柔道会

桜野柔道

岩国少年柔道クラブ

東みよし柔道教室

54 吉武　琥汰朗 福岡県

70

60 細野　翔太 香川県 85

57 児玉　直人 大分県 75

59 小畑　輝星 徳島県

清錬館道場

藍住真導スポーツ少年団

 栗林柔道スポーツ少年団

58 六角　悠玄 福岡県 73

65

64 高原　悠凜 広島県 86

61 徳永　悠真 熊本県 62

62 坂口　稜太朗 鹿児島県 87

63 加茂　大和 山口県

光道場

柔心館道場

宇部武道館柔道スポーツ少年団

有朋柔道塾


