
階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1001 田村　燈馬 市川柔道教室 千葉県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1002 石田　尚士 長澤武道館 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1003 鮫嶋　碧希 袋井スポーツ協会柔道部 静岡県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1004 福田　光汰 錬心館岡野道場 千葉県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1005 蓬田　心桜 朝飛道場 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1006 奥山　陽斗 茅ヶ崎柔心会 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1007 森平　壮 草津練心館柔道スポーツ少年団 群馬県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1008 新田　琉太 はやの柔道クラブ 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1009 高野　楓士 野木町柔道クラブ 栃木県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1010 髙松　慶士朗 福生市柔道連盟 東京都

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1011 池田　萌世 真和柔道クラブ 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1012 清水　心美 岩槻柔道双葉会 埼玉県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1013 金城　匠史瑛 愛柔会 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1014 郡司　桜希 明心館　関本道場 千葉県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1015 萩倉　向気 追浜柔友会 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1016 市川　煌翔 草津練心館柔道スポーツ少年団 群馬県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1017 高梨　惇人 長澤武道館 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1018 二戸 　類 佐原柔友会 千葉県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1019 向谷地　奏天 飯田道場 東京都

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1020 松岡　路透 朝飛道場 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1021 福田　陽向 真和柔道クラブ 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1022 甲斐　穂 野木町柔道クラブ 栃木県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1023 高橋　虎冴 大和柔勇会 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1024 黒須　敢太 鹿ノ子柔道クラブ 茨城県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1025 宮崎　悠真 大沢柔道会 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1026 竹下　将太 向原柔道クラブ 東京都

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1027 石田　悠人 明心館　関本道場 千葉県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1028 磯貝　一海 朝飛道場 神奈川県

１年生男女混合軽量級（-24kg） 1029 石橋　千煌 加美道場 大阪府

１年生男女混合無差別 1101 宮川　ノール 長澤武道館 神奈川県

１年生男女混合無差別 1102 小原　志織 石神井警察署 東京都

１年生男女混合無差別 1103 中村　誠奈 嶺心会 神奈川県

１年生男女混合無差別 1104 牛窪　蒼 喜多道場 埼玉県

１年生男女混合無差別 1105 岡田　岳空 飯田道場 東京都

１年生男女混合無差別 1106 江藤　隆乃助 大沢柔道会 神奈川県

１年生男女混合無差別 1107 内山　煌音 大網白里市少年柔道会 千葉県

１年生男女混合無差別 1108 向井　敢士 盡己 東京都

１年生男女混合無差別 1109 丹藤　龍昇 BUDDY横浜 神奈川県

１年生男女混合無差別 1110 川下　琥太朗 岩槻柔道双葉会 埼玉県

１年生男女混合無差別 1111 麻生　佳純 明心館　関本道場 千葉県

１年生男女混合無差別 1112 三堀　明莉 小見川道場 神奈川県

１年生男女混合無差別 1113 品田　杏 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

１年生男女混合無差別 1114 比嘉　太陽 大和柔勇会 神奈川県

１年生男女混合無差別 1115 小澤　大海 茂原柔道クラブ 千葉県

１年生男女混合無差別 1116 木村　銀志 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

１年生男女混合無差別 1118 新堀　栄瑛 深川錬磨会 東京都

１年生男女混合無差別 1119 小屋原　謙 追浜柔友会 神奈川県

１年生男女混合無差別 1120 阿部　仁恒 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

１年生男女混合無差別 1121 綾部　和心 寒川柔友会 神奈川県

１年生男女混合無差別 1122 加藤　陽翔 力善柔道クラブ 茨城県

１年生男女混合無差別 1123 海老沼　聖蘭 向原柔道クラブ 東京都

１年生男女混合無差別 1124 尾﨑　喜信 喜多道場 埼玉県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

１年生男女混合無差別 1125 佐野　琥生志 嶺心会 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2001 髙橋　ひな 山武柔道西塾 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2002 山中　結絢 稲敷市少年柔道クラブ 茨城県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2003 松岡　走秀 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2004 根本　一希 冨吉道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2005 戸田　啓太 育心館内山道場 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2006 山口　礼尊 町田警察署少年柔道部 東京都

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2007 石川　煌也 教道館 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2008 慶野　司龍 BUDDY横浜 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2009 久保山　仁菜 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2010 梶原　悠 紅柔道少年団 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2011 平野　馴真 悠友館 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2012 若松　謙志 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2013 菅野　蓮華 相川道場 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2014 百武　晟 一道館 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2015 綱島　虎次郎 清廉館 東京都

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2016 佐々木　柊之助 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2017 雙田　爽良 南区柔道練成会 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2018 花本　英嗣 明心館　関本道場 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2019 山本　景大 藤枝柔道倶楽部 静岡県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2020 加藤　清正 渋谷西柔道グラブ 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2021 大木　華音 八街柔友会 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2022 田村　優和 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2023 金子　瑛汰 高尾の森少年柔道 東京都

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2024 溝内　瑠花 嶺心会 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2025 齊藤　碧大 育心館内山道場 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2026 大野　史遂 森ノ宮柔道クラブ 大阪府

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2027 中津　悠聖 有明柔道クラブ 東京都

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2028 飯田　桜人 遠藤道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2029 勝丸　彰斗 小見川道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2030 岸川　幸一朗 神栖柔神会 茨城県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2031 越後谷　愛 山武柔道西塾 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2032 福安　令 追浜柔友会 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2033 坂根　琉斗 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2034 松岡　虎大郎 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2035 竹内　勇泰 鈴木道場（東京） 東京都

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2036 今井　創也 一道館 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2037 太田　綾香 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2038 中丸　優輝 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2039 原中　勇誠 富津市スポーツ少年団柔友会 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2040 田畑　莉々衣 茅ヶ崎柔心会 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2041 大石　徠璃 袋井スポーツ協会柔道部 静岡県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2042 菅野　貴善 柿生青少年柔道会 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2043 冨田　宏一 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2044 金川　結香 小田原柔道協会 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2045 川崎　一花 山武柔道西塾 千葉県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2046 殿村　一貫 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2047 權田　颯志 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 群馬県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2048 佐々木　皇成 上溝柔道教室 神奈川県

２年生男女混合軽量級(-28㎏) 2049 今井　椋大 福生市柔道連盟 東京都

２年生男女混合無差別 2101 冨田　莉央 有明柔道クラブ 東京都

２年生男女混合無差別 2102 髙橋　広伸 君津柔道塾 千葉県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

２年生男女混合無差別 2103 岡村　陽大 舟川柔道塾 埼玉県

２年生男女混合無差別 2104 橋本　明亮 小田原柔道協会 神奈川県

２年生男女混合無差別 2105 渡邉　真太郎 藤枝柔道倶楽部 静岡県

２年生男女混合無差別 2106 秋月　蒼太 大沢柔道会 神奈川県

２年生男女混合無差別 2107 菅原　進次 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

２年生男女混合無差別 2108 五郎丸　武志 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2109 小林　洸大 柔仁会 滋賀県

２年生男女混合無差別 2110 川俣　粋生 大宮立志塾 埼玉県

２年生男女混合無差別 2111 大野　未悠 高萩市柔道スポーツ少年団 茨城県

２年生男女混合無差別 2112 村越　翼 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

２年生男女混合無差別 2113 加藤　明日菜 一道館 神奈川県

２年生男女混合無差別 2114 長坂　拓美 多摩川柔道クラブ 東京都

２年生男女混合無差別 2115 畑井　寛彦 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2116 板東　建 喜多道場 埼玉県

２年生男女混合無差別 2117 穂田　飛燕 飯田道場 東京都

２年生男女混合無差別 2118 藍　杏佳 長澤武道館 神奈川県

２年生男女混合無差別 2119 白鳥　朔嗣 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2120 山田　貫志郎 錬心館岡野道場 千葉県

２年生男女混合無差別 2121 木村　鈴 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

２年生男女混合無差別 2122 七戸　楓 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2123 坂元　豪 福生市柔道連盟 東京都

２年生男女混合無差別 2124 関　心羽寧 力善柔道クラブ 茨城県

２年生男女混合無差別 2125 大出　龍志 野木町柔道クラブ 栃木県

２年生男女混合無差別 2126 香月　陽 明心館　関本道場 千葉県

２年生男女混合無差別 2127 澁谷　優那 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

２年生男女混合無差別 2128 松本　大輝 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2129 富樫　蓮斗 上溝柔道教室 神奈川県

２年生男女混合無差別 2130 松舘　良士朗 侍浜柔道教室 岩手県

２年生男女混合無差別 2131 飯田　悠太 深川錬磨会 東京都

２年生男女混合無差別 2132 大塚　海翔 堅志会 神奈川県

２年生男女混合無差別 2133 國松　薫子 鈴木道場（東京） 東京都

２年生男女混合無差別 2134 加藤　然 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

２年生男女混合無差別 2135 嶽本　泰希 深川錬磨会 東京都

２年生男女混合無差別 2136 増田　凪彩 静岡東部柔道クラブ 静岡県

２年生男女混合無差別 2137 小野　和輝 小見川道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2138 紺野　雅道 明心館　関本道場 千葉県

２年生男女混合無差別 2139 飯田　知絵莉 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

２年生男女混合無差別 2140 井上　楓生 大沢柔道会 神奈川県

２年生男女混合無差別 2141 溝橋　嵐 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

２年生男女混合無差別 2142 小野　聡太郎 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2143 齋藤　さくら 鹿ノ子柔道クラブ 茨城県

２年生男女混合無差別 2144 末吉　晃希 朝飛道場 神奈川県

２年生男女混合無差別 2145 君島　快斗 野木町柔道クラブ 栃木県

２年生男女混合無差別 2146 荒井　杏月 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

２年生男女混合無差別 2147 柴山　結人 竹の塚警察署 東京都

２年生男女混合無差別 2148 花田　結菜 半田少年柔道教室 愛知県

２年生男女混合無差別 2149 篠宮　瑠良 喜多道場 埼玉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3001 村松　海風 鈴木道場（東京） 東京都

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3002 矢嶋　一翔 堅志会 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3003 大木　澪音 八街柔友会 千葉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3004 金子　みらい 竹の塚警察署 東京都

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3005 土屋　瑛大 BUDDY横浜 神奈川県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3006 塚本　大暉 藤枝柔道倶楽部 静岡県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3007 渡邉　碧織 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3008 篠原　陽向 茅ヶ崎柔心会 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3009 石橋　杏樹 育心館内山道場 千葉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3010 小笠原　暖 長澤武道館 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3011 大出　煌岬 鈴木道場（東京） 東京都

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3012 升水　優菜 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3013 打矢　玲依 小友唯心塾 秋田県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3014 佐藤　勇也 草津練心館柔道スポーツ少年団 群馬県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3015 水口　直士 全日本柔道少年団七尾分団 石川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3016 栗栖　佳乃 新越谷山﨑道場 埼玉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3017 下田　龍佳 渋谷西柔道グラブ 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3018 寺田　侑玄 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3019 飯塚　礼慈 神士館 静岡県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3020 大嶺　琥鉄 一道館 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3021 石橋　美凰 加美道場 大阪府

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3022 山崎　いちか 八街柔友会 千葉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3023 藤﨑　拓海 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3024 前田　水樹 寒川柔友会 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3025 湯浅　心月 多摩川柔道クラブ 東京都

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3026 高部　泰知 追浜柔友会 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3027 渡邉　寛士 伊豆長岡柔道会 静岡県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3028 川下　遥太 岩槻柔道双葉会 埼玉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3029 岡本　春仁 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3030 村越　陽 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3031 大木　透 茅ヶ崎柔心会 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3032 福岡　幸志郎 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3033 中村　颯佑 富士市柔道会 静岡県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3034 三宅　京里 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3035 高石　優利 一道館 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3036 大野　榛斗 富津市スポーツ少年団柔友会 千葉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3037 蓬田　廉獅 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3038 髙田　廉 室田道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3039 中村　駿友 富士市柔道会 静岡県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3040 田中　咲羽 五十嵐道場 埼玉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3041 幸地　一毅 八三塾 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3042 田村　遥花 市川柔道教室 千葉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3043 髙松　聡一朗 福生市柔道連盟 東京都

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3044 藤村　唯 舞鶴柔道クラブ 茨城県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3045 和泉　凛 五十嵐道場 埼玉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3046 大柿　天馬 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3047 篠﨑　汐 上溝柔道教室 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3048 ミルザクロフ　アブドゥロー 野木町柔道クラブ 栃木県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3049 青野　結美 藤枝柔道倶楽部 静岡県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3050 高橋　快次 大和柔勇会 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3051 芝木　佑 有明柔道クラブ 東京都

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3052 半田　煌泰 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3053 シセ　望瑠 喜多道場 埼玉県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3054 寺垣　詩穂 悠友館 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3055 金森　脩平 小友唯心塾 秋田県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3056 萩倉　羽時 追浜柔友会 神奈川県

３年生男女混合軽量級(-32kg) 3057 青柳　和花 鈴木道場（東京） 東京都



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

３年生男女混合無差別 3101 麻生　拓眞 明心館　関本道場 千葉県

３年生男女混合無差別 3102 柏崎　煌大 大平町少年柔道クラブ 栃木県

３年生男女混合無差別 3103 稲葉　凱星 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

３年生男女混合無差別 3104 竹田　海鷹 藤枝柔道倶楽部 静岡県

３年生男女混合無差別 3105 大崎　湊太 南区柔道練成会 神奈川県

３年生男女混合無差別 3106 佐々木　彩愛 深川錬磨会 東京都

３年生男女混合無差別 3107 梶屋　心大朗 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

３年生男女混合無差別 3108 阿部　太恒 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

３年生男女混合無差別 3109 竹之内　猛旭 竹の塚警察署 東京都

３年生男女混合無差別 3110 石毛　隆仁 山武柔道西塾 千葉県

３年生男女混合無差別 3111 西下　航平 小見川道場 神奈川県

３年生男女混合無差別 3112 泉　聡夷 深川錬磨会 東京都

３年生男女混合無差別 3113 成田　泰介 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合無差別 3114 七澤　純磨 黒部市錬成館 富山県

３年生男女混合無差別 3115 髙石　譲二 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

３年生男女混合無差別 3116 中村　嶺志 鈴木道場（東京） 東京都

３年生男女混合無差別 3117 林　遼汰 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 群馬県

３年生男女混合無差別 3118 佐藤　修斗 飯田道場 東京都

３年生男女混合無差別 3119 石田　昊士 長澤武道館 神奈川県

３年生男女混合無差別 3120 望月　穂香 富士市柔道会 静岡県

３年生男女混合無差別 3121 黒須　雄大 鹿ノ子柔道クラブ 茨城県

３年生男女混合無差別 3122 小原　貫輔 石神井警察署 東京都

３年生男女混合無差別 3123 小園　駿太郎 紅柔道少年団 千葉県

３年生男女混合無差別 3124 小林　史佳 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

３年生男女混合無差別 3125 宮田　悠生 悠友館 神奈川県

３年生男女混合無差別 3126 荒井　雄羅 青梅大門塩澤塾 東京都

３年生男女混合無差別 3127 池田　結佳子 柔好会 静岡県

３年生男女混合無差別 3128 齋藤　梨花 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 群馬県

３年生男女混合無差別 3129 永井　奏 鈴木道場（東京） 東京都

３年生男女混合無差別 3130 橋本　翼 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合無差別 3131 重田　　菜都子 明心館　関本道場 千葉県

３年生男女混合無差別 3132 石渡　瑚花 新井道場 埼玉県

３年生男女混合無差別 3133 菅野　颯一郎 相川道場 千葉県

３年生男女混合無差別 3134 竹田　大鷹 藤枝柔道倶楽部 静岡県

３年生男女混合無差別 3135 千葉　泰佑 追浜柔友会 神奈川県

３年生男女混合無差別 3136 高田　健汰郎 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 群馬県

３年生男女混合無差別 3137 飯田　幸佑 飯田道場 東京都

３年生男女混合無差別 3138 平山　善智 佐原柔友会 千葉県

３年生男女混合無差別 3139 守野　結斗 伊豆長岡柔道会 静岡県

３年生男女混合無差別 3140 宮崎　大雅 大沢柔道会 神奈川県

３年生男女混合無差別 3141 小澤　大和 茂原柔道クラブ 千葉県

３年生男女混合無差別 3142 山本　凰勢 新田荻原道場 群馬県

３年生男女混合無差別 3143 溝内　歳風 嶺心会 神奈川県

３年生男女混合無差別 3144 高山　大知 深川錬磨会 東京都

３年生男女混合無差別 3145 飯塚　悠羽 石野柔道塾 千葉県

３年生男女混合無差別 3146 並木　澄真 五十嵐道場 埼玉県

３年生男女混合無差別 3147 淵之上　馳空 調布市柔道連盟 東京都

３年生男女混合無差別 3148 山田　仁子 朝飛道場 神奈川県

３年生男女混合無差別 3149 金澤　龍馬 明野晴明館 茨城県

３年生男女混合無差別 3150 森　コジョレスク新 小見川道場 神奈川県

３年生男女混合無差別 3151 水村　凰日 青梅大門塩澤塾 東京都

４年生女子軽量級（-35kg） 4001 岩澤　優希 山武柔道西塾 千葉県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

４年生女子軽量級（-35kg） 4002 丹藤　優海風 BUDDY横浜 神奈川県

４年生女子軽量級（-35kg） 4003 齋藤　仁菜 袋井スポーツ協会柔道部 静岡県

４年生女子軽量級（-35kg） 4004 今冨　瑠咲 高尾の森少年柔道 東京都

４年生女子軽量級（-35kg） 4005 榎本　風里 石野柔道塾 千葉県

４年生女子軽量級（-35kg） 4006 小谷　友梨 BUDDY 江東 東京都

４年生女子軽量級（-35kg） 4007 山本　妃良々 新田荻原道場 群馬県

４年生女子軽量級（-35kg） 4008 近藤　希 紅柔道少年団 千葉県

４年生女子軽量級（-35kg） 4009 大和地　彩花 小杉柔道クラブ 東京都

４年生女子軽量級（-35kg） 4010 井上　萠泉 大沢柔道会 神奈川県

４年生女子軽量級（-35kg） 4012 佐藤　美音 飯田道場 東京都

４年生女子軽量級（-35kg） 4013 氏家　葵 小見川道場 神奈川県

４年生女子軽量級（-35kg） 4014 牛窪　七美 喜多道場 埼玉県

４年生女子軽量級（-35kg） 4015 山田　果穂 陽心会館 東京都

４年生女子軽量級（-35kg） 4016 稲葉　明日花 渋谷西柔道グラブ 神奈川県

４年生女子軽量級（-35kg） 4017 大石　幸徠 袋井スポーツ協会柔道部 静岡県

４年生女子軽量級（-35kg） 4018 高木　莉緒 潮風柔道クラブ 神奈川県

４年生女子軽量級（-35kg） 4019 宮田　千春 富里柔道 千葉県

４年生女子軽量級（-35kg） 4020 伊藤　柚来 鈴木道場（東京） 東京都

４年生女子無差別 4101 横地　晴愛 長澤武道館 神奈川県

４年生女子無差別 4102 渡部　結莉 舟川柔道塾 埼玉県

４年生女子無差別 4103 海老沼　心春 向原柔道クラブ 東京都

４年生女子無差別 4104 目黒　莉那 山武柔道西塾 千葉県

４年生女子無差別 4105 鷹木　楠世 朝飛道場 神奈川県

４年生女子無差別 4106 加藤　愛美 渋谷西柔道グラブ 神奈川県

４年生女子無差別 4107 岸　風舞姫 赤堀柔道スポーツ少年団 群馬県

４年生女子無差別 4108 作花　紬 上溝柔道教室 神奈川県

４年生女子無差別 4109 幕田　藍 舟川柔道塾 埼玉県

４年生女子無差別 4110 手塚　咲葵 荒川警察署少年柔道部 東京都

４年生女子無差別 4111 牧野　夢 嶺心会 神奈川県

４年生女子無差別 4112 相馬　未来 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県

４年生女子無差別 4113 鳥本　湊結 青葉柔友会 神奈川県

４年生女子無差別 4114 杉村　杏 力善柔道クラブ 茨城県

４年生女子無差別 4115 増田　帆奏 静岡東部柔道クラブ 静岡県

４年生女子無差別 4116 生田　柚花 朝飛道場 神奈川県

４年生女子無差別 4117 岡村　美空 舟川柔道塾 埼玉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4201 大野　史進 森ノ宮柔道クラブ 大阪府

４年生男子軽量級（-40kg） 4202 細島　脩平 下館武道館 茨城県

４年生男子軽量級（-40kg） 4203 前田　昇仁朗 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4204 遠藤　勝大 錬心館岡野道場 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4205 根本　倖希 冨吉道場 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4206 望月　雲景 富士市柔道会 静岡県

４年生男子軽量級（-40kg） 4207 富樫　海斗 上溝柔道教室 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4208 江田　侑平 大平町少年柔道クラブ 栃木県

４年生男子軽量級（-40kg） 4209 齊藤　悠大 育心館内山道場 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4210 越後谷　煌 山武柔道西塾 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4211 清水　大地 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4212 高梨　栄人 長澤武道館 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4213 富安　修士 多摩川柔道クラブ 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4214 恒次　司 山武柔道西塾 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4215 水口　凌大朗 神士館 静岡県

４年生男子軽量級（-40kg） 4216 田﨑　桧都 荒川警察署少年柔道部 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4217 川崎　壮琉 山武柔道西塾 千葉県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

４年生男子軽量級（-40kg） 4218 今井　慶音 朝飛道場 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4219 吉原　桜希 育心館内山道場 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4220 品田　一 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4221 附田　岳大 茅ヶ崎柔心会 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4222 加藤　司 有明柔道クラブ 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4223 加藤　剛輝 力善柔道クラブ 茨城県

４年生男子軽量級（-40kg） 4224 菊池　銀我 八三塾 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4225 竝木　修斗 櫻柔道塾 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4226 安室　剣心 相武館　吉田道場 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4227 伊東　悠翔 韮山柔道教室 静岡県

４年生男子軽量級（-40kg） 4228 内山　蒔宙 大網白里市少年柔道会 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4229 若林　怜男 一道館 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4230 山口　大尊 町田警察署少年柔道部 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4231 岡田　竜ノ助 大平町少年柔道クラブ 栃木県

４年生男子軽量級（-40kg） 4232 洞庭　英悟 小見川道場 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4233 森田　龍次 佐原柔友会 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4234 山中　帯史 稲敷市少年柔道クラブ 茨城県

４年生男子軽量級（-40kg） 4235 飯田　瑛太 深川錬磨会 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4236 新田　悠真 はやの柔道クラブ 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4237 谷　光翔 育心館内山道場 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4238 猪瀬　翔 多摩川柔道クラブ 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4239 浅井　海磨 上溝柔道教室 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4240 鍋谷　高 明心館　関本道場 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4241 磯貝　大海 朝飛道場 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4242 迫田　真之介 修道館 鹿児島県

４年生男子軽量級（-40kg） 4243 三上　泰知 大多喜町少年柔道クラブ 千葉県

４年生男子軽量級（-40kg） 4244 森　優希 茅ヶ崎柔心会 神奈川県

４年生男子軽量級（-40kg） 4245 竹下　晃士 向原柔道クラブ 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4246 平澤　慶翔 神士館 静岡県

４年生男子軽量級（-40kg） 4247 石川　匠 鈴木道場（東京） 東京都

４年生男子軽量級（-40kg） 4248 百武　昊 一道館 神奈川県

４年生男子無差別 4301 岡本　隆之介 朝飛道場 神奈川県

４年生男子無差別 4302 大和　大皇 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

４年生男子無差別 4303 堺田　獅道 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県

４年生男子無差別 4304 八木田　春人 渋谷西柔道グラブ 神奈川県

４年生男子無差別 4305 関　志龍 力善柔道クラブ 茨城県

４年生男子無差別 4306 渡邊　叶 五十嵐道場 埼玉県

４年生男子無差別 4307 勝山　瑛士郎 上溝柔道教室 神奈川県

４年生男子無差別 4308 向　陽暖 柔仁会 滋賀県

４年生男子無差別 4309 小田　廉斗 朝飛道場 神奈川県

４年生男子無差別 4310 知久　貴郁 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

４年生男子無差別 4311 國松　健臣 鈴木道場（東京） 東京都

４年生男子無差別 4312 大塚　秀翔 堅志会 神奈川県

４年生男子無差別 4313 舘野　仁之介 遠藤道場 神奈川県

４年生男子無差別 4314 大野　一悠 高萩市柔道スポーツ少年団 茨城県

４年生男子無差別 4315 小野　龍平 小見川道場 神奈川県

４年生男子無差別 4316 下田　瑛太 渋川中央柔道スポーツ少年団 群馬県

４年生男子無差別 4317 諏訪　公亮 茂原柔道クラブ 千葉県

４年生男子無差別 4318 花田　義治 半田少年柔道教室 愛知県

４年生男子無差別 4319 高野　煌大 野木町柔道クラブ 栃木県

４年生男子無差別 4320 八木田　栄人 渋谷西柔道グラブ 神奈川県

４年生男子無差別 4321 今井　晴也 一道館 神奈川県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

４年生男子無差別 4322 時田　航成 石野柔道塾 千葉県

４年生男子無差別 4323 後藤　圭瑚 有明柔道クラブ 東京都

４年生男子無差別 4324 與澤　樹 無心塾　飯島道場 茨城県

４年生男子無差別 4325 金子　暖汰 高尾の森少年柔道 東京都

４年生男子無差別 4326 小牧　充怜 潮風柔道クラブ 神奈川県

４年生男子無差別 4327 上杉　龍輝 石野柔道塾 千葉県

４年生男子無差別 4328 三堀　和馬 小見川道場 神奈川県

４年生男子無差別 4329 田邊　春真 五十嵐道場 埼玉県

４年生男子無差別 4330 ホラニ　ダニエルナイト海馬 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県

４年生男子無差別 4331 小野　友寛 朝飛道場 神奈川県

４年生男子無差別 4332 鮫嶋　陽太 袋井スポーツ協会柔道部 静岡県

４年生男子無差別 4333 粟田　広樹 石野柔道塾 千葉県

４年生男子無差別 4334 片桐　魁 大和柔勇会 神奈川県

４年生男子無差別 4335 佐藤　敬輔 BUDDY横浜 神奈川県

４年生男子無差別 4336 藤田　大輝 はやの柔道クラブ 神奈川県

４年生男子無差別 4337 土田　柚貴 小友唯心塾 秋田県

４年生男子無差別 4338 幸地　一朔 八三塾 神奈川県

４年生男子無差別 4339 斎藤　優成 朝飛道場 神奈川県

４年生男子無差別 4340 鈴木　柊真 岩槻柔道双葉会 埼玉県

４年生男子無差別 4341 田沼　玲雄 多摩川柔道クラブ 東京都

４年生男子無差別 4342 山口　晃生 悠友館 神奈川県

４年生男子無差別 4343 髙石　清正 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

４年生男子無差別 4344 関口　翔仁 愛柔会 神奈川県

４年生男子無差別 4345 大川　颯愛 鹿ノ子柔道クラブ 茨城県

４年生男子無差別 4346 坂元　仁 福生市柔道連盟 東京都

５年生女子軽量級（-40kg） 5001 松下　蕗 寒川柔友会 神奈川県

５年生女子軽量級（-40kg） 5002 谷　茉奈美 育心館内山道場 千葉県

５年生女子軽量級（-40kg） 5003 加藤　優心 静岡東部柔道クラブ 静岡県

５年生女子軽量級（-40kg） 5004 大柿　寧々 朝飛道場 神奈川県

５年生女子軽量級（-40kg） 5005 金子　優衣 竹の塚警察署 東京都

５年生女子軽量級（-40kg） 5006 益満　音花 明心館　関本道場 千葉県

５年生女子軽量級（-40kg） 5007 殿村　天花 朝飛道場 神奈川県

５年生女子軽量級（-40kg） 5008 早川　真心 相川道場 千葉県

５年生女子軽量級（-40kg） 5009 岡本　悠里 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

５年生女子軽量級（-40kg） 5010 森　かんな 朝飛道場 神奈川県

５年生女子軽量級（-40kg） 5011 七澤　結花 黒部市錬成館 富山県

５年生女子軽量級（-40kg） 5012 麻生　和奏 明心館　関本道場 千葉県

５年生女子軽量級（-40kg） 5013 丸尾　莉乃愛 加美道場 大阪府

５年生女子軽量級（-40kg） 5014 金子　望花 朝飛道場 神奈川県

５年生女子軽量級（-40kg） 5015 早川　美心 相川道場 千葉県

５年生女子軽量級（-40kg） 5016 稲葉　莉央 弥栄JUDO CLUB 神奈川県

５年生女子軽量級（-40kg） 5017 佐藤　紬 村上市柔道教室 新潟県

５年生女子軽量級（-40kg） 5018 持溝　小晴 向原柔道クラブ 東京都

５年生女子無差別 5101 山田　紗椰 一道館 神奈川県

５年生女子無差別 5102 勝田　彩美 築地警察署少年柔道部 東京都

５年生女子無差別 5103 大藤　芙夕花 明心館　関本道場 千葉県

５年生女子無差別 5104 藍　柚佳 長澤武道館 神奈川県

５年生女子無差別 5105 長井　祥子 ＭＤ柔道クラブ 群馬県

５年生女子無差別 5106 石川　榛名 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

５年生女子無差別 5107 松本　愛菜 朝飛道場 神奈川県

５年生女子無差別 5108 加藤　千夏 茅ヶ崎柔心会 神奈川県

５年生女子無差別 5109 飯塚　美羽 石野柔道塾 千葉県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

５年生女子無差別 5110 生田　桃花 朝飛道場 神奈川県

５年生女子無差別 5111 松岡　莉乃 陽心会館 東京都

５年生女子無差別 5112 小林　由依 力善柔道クラブ 茨城県

５年生女子無差別 5113 雙田　咲良 南区柔道練成会 神奈川県

５年生女子無差別 5114 新堀　江姫 深川錬磨会 東京都

５年生男子軽量級（-45kg） 5201 平田　岳土 広畑柔道教室 兵庫県

５年生男子軽量級（-45kg） 5202 野村　海晴 はやの柔道クラブ 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5203 西岡　龍臣 明心館　関本道場 千葉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5204 笹部　稜太 朝飛道場 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5205 塚本　将成 藤枝柔道倶楽部 静岡県

５年生男子軽量級（-45kg） 5206 阿部　快正 大宮立志塾 埼玉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5207 金川　隆哉 小田原柔道協会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5208 大島　隼士 一道館 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5209 岸川　尚一朗 神栖柔神会 茨城県

５年生男子軽量級（-45kg） 5210 鈴木　隼颯 大和柔勇会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5211 佐藤　功 朝飛道場 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5212 櫻井　斗真 明心館　関本道場 千葉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5213 今井　蒼人 福生市柔道連盟 東京都

５年生男子軽量級（-45kg） 5214 矢嶋　力悠 堅志会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5215 岡田　優希 教道館 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5216 山田　翔英 紅柔道少年団 千葉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5217 松岡　龍 悠友館 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5218 角田　仁 石野柔道塾 千葉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5219 魚津　工 桜町正気柔道スポーツ少年団 富山県

５年生男子軽量級（-45kg） 5220 米多　健一郎 多摩川柔道クラブ 東京都

５年生男子軽量級（-45kg） 5221 齊藤　誉 朝飛道場 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5222 野池　輝 大宮立志塾 埼玉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5223 関戸　鈴之助 長澤武道館 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5224 藤村　陸 舞鶴柔道クラブ 茨城県

５年生男子軽量級（-45kg） 5225 澤田　悠人 BUDDY横浜 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5226 山上　勇武 湯河原柔友会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5227 赤塚　輝 石野柔道塾 千葉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5228 池田　一颯 渋川中央柔道スポーツ少年団 群馬県

５年生男子軽量級（-45kg） 5229 加藤　湊 明野晴明館 茨城県

５年生男子軽量級（-45kg） 5230 高橋　海登 教道館 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5231 石渡　颯祐 新井道場 埼玉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5232 野中　歩夢 朝飛道場 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5233 望月　鐘貴 富士市柔道会 静岡県

５年生男子軽量級（-45kg） 5234 菅原　悠真 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

５年生男子軽量級（-45kg） 5235 前田　光樹 寒川柔友会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5236 大崎　翔太 南区柔道練成会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5237 太田　瀬那 新井道場 埼玉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5238 齊藤　福 朝飛道場 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5239 山本　葉大 藤枝柔道倶楽部 静岡県

５年生男子軽量級（-45kg） 5240 鈴木　道侍 育心館内山道場 千葉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5241 飯田　桜丞 遠藤道場 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5242 横山　直人 真和柔道クラブ 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5243 打矢　琉依 小友唯心塾 秋田県

５年生男子軽量級（-45kg） 5244 千葉　央葵 一道館 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5245 谷川　晃太郎 小田原柔道協会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5246 粟野　王介 深川錬磨会 東京都

５年生男子軽量級（-45kg） 5247 田中　一輝 明野晴明館 茨城県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

５年生男子軽量級（-45kg） 5248 福江　駿介 青葉柔友会 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5249 髙橋　匡希 山武柔道西塾 千葉県

５年生男子軽量級（-45kg） 5250 渡邉　伊吹 朝飛道場 神奈川県

５年生男子軽量級（-45kg） 5251 高橋　真祐 大宮立志塾 埼玉県

５年生男子無差別 5301 今里　新汰 朝飛道場 神奈川県

５年生男子無差別 5302 安部　勇馬 長澤武道館 神奈川県

５年生男子無差別 5303 齋藤　亘 鹿ノ子柔道クラブ 茨城県

５年生男子無差別 5304 鈴木　蒼空 潮風柔道クラブ 神奈川県

５年生男子無差別 5305 向井　尊士 盡己 東京都

５年生男子無差別 5306 金城　誠宗 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

５年生男子無差別 5307 田口　天晴 教道館 神奈川県

５年生男子無差別 5308 小原　貫志 石神井警察署 東京都

５年生男子無差別 5309 加藤　玄祐 一道館 神奈川県

５年生男子無差別 5310 大和田　樹 上溝柔道教室 神奈川県

５年生男子無差別 5311 ホラニ　シオアペラトゥー龍海 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県

５年生男子無差別 5312 水落　健心 朝飛道場 神奈川県

５年生男子無差別 5313 内藤　大和 櫻柔道塾 東京都

５年生男子無差別 5314 和久井　晟志 春岡柔道クラブ 埼玉県

５年生男子無差別 5315 杉村　翔空 はやの柔道クラブ 神奈川県

５年生男子無差別 5316 石山　友涼 力善柔道クラブ 茨城県

５年生男子無差別 5317 福田　朋輝 新井道場 埼玉県

５年生男子無差別 5318 梅野　凛太郎 一道館 神奈川県

５年生男子無差別 5319 佐々木　慶悟 新越谷山﨑道場 埼玉県

５年生男子無差別 5320 山田　仁 力善柔道クラブ 茨城県

５年生男子無差別 5321 溝橋　蓮 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

５年生男子無差別 5322 﨑尾　拓実 教道館 神奈川県

５年生男子無差別 5323 國本　陸翔 大宮立志塾 埼玉県

５年生男子無差別 5324 嶽本　泰志 深川錬磨会 東京都

５年生男子無差別 5325 毛利　龍史 朝飛道場 神奈川県

５年生男子無差別 5326 永井　湊 鈴木道場（東京） 東京都

５年生男子無差別 5327 髙野　元 朝飛道場 神奈川県

５年生男子無差別 5328 橋本　武人 小田原柔道協会 神奈川県

５年生男子無差別 5329 大野　佑心 広畑柔道教室 兵庫県

５年生男子無差別 5330 富樫　佑斗 上溝柔道教室 神奈川県

５年生男子無差別 5331 柏崎　哲成 大平町少年柔道クラブ 栃木県

５年生男子無差別 5332 金城　健士凉 愛柔会 神奈川県

５年生男子無差別 5333 帯金　奨 静岡東部柔道クラブ 静岡県

５年生男子無差別 5334 小林　弘人 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

６年生女子軽量級（-45kg） 6001 磯貝　琴海 朝飛道場 神奈川県

６年生女子軽量級（-45kg） 6002 兒嶋　彩花 大胡柔道スポーツ少年団 群馬県

６年生女子軽量級（-45kg） 6003 大野　茉奈香 富津市スポーツ少年団柔友会 千葉県

６年生女子軽量級（-45kg） 6004 伊東　柚葉 韮山柔道教室 静岡県

６年生女子軽量級（-45kg） 6005 石川　まひる 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

６年生女子軽量級（-45kg） 6006 齊藤　奈々 育心館内山道場 千葉県

６年生女子軽量級（-45kg） 6007 渡邊　ひより 悠友館 神奈川県

６年生女子軽量級（-45kg） 6008 青野　妃菜 藤枝柔道倶楽部 静岡県

６年生女子軽量級（-45kg） 6009 石井　柚貴 相川道場 千葉県

６年生女子軽量級（-45kg） 6010 近松　冴映 鈴木道場（東京） 東京都

６年生女子軽量級（-45kg） 6011 大木　紫音 八街柔友会 千葉県

６年生女子軽量級（-45kg） 6012 中山　実 川口市柔道連盟クラブ 埼玉県

６年生女子無差別 6101 岩澤　凜果 山武柔道西塾 千葉県

６年生女子無差別 6102 竝木　杏優 櫻柔道塾 東京都



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

６年生女子無差別 6103 横山　愛莉 真和柔道クラブ 神奈川県

６年生女子無差別 6104 井槌　萌愛 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

６年生女子無差別 6105 伊藤　由衣 無心塾　飯島道場 茨城県

６年生女子無差別 6106 立川　百華 八街柔友会 千葉県

６年生女子無差別 6107 藤田　雛子 新井道場 埼玉県

６年生女子無差別 6108 笹原　望夢 野木町柔道クラブ 栃木県

６年生女子無差別 6109 林　咲実 育心館内山道場 千葉県

６年生女子無差別 6110 村越　のんの 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

６年生女子無差別 6111 岡本　唯花 八王子警察署少年柔道会 東京都

６年生女子無差別 6112 根岸　愛理 長澤武道館 神奈川県

６年生女子無差別 6113 三浦　千佳 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6201 大柿　恭馬 朝飛道場 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6202 田中　彩暉 五十嵐道場 埼玉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6203 田中　一生 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6204 東盛　栄琉 福生市柔道連盟 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6205 向　朝輝 柔仁会 滋賀県

６年生男子軽量級（-50kg） 6206 江部　徳真 喜多道場 埼玉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6207 澤原　唯斗 堅志会 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6208 八角　秀虎 明心館　関本道場 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6209 鈴木　洸之祐 朝飛道場 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6210 冨田　陸翔 有明柔道クラブ 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6211 重松　悠晴 八三塾 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6212 弓田　爽二朗 五十嵐道場 埼玉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6213 椎名　柾生 山武柔道西塾 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6214 田村　篤斗 市川柔道教室 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6215 伊藤　尊 飯田道場 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6216 後藤　悠大 はやの柔道クラブ 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6217 古川　凌誠 町田警察署少年柔道部 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6218 荒田　瑛亮 岩槻柔道双葉会 埼玉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6219 松本　琉音 教道館 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6220 髙澤　景音 石野柔道塾 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6221 水村　獅子 青梅大門塩澤塾 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6222 寺田　宗太郎 朝飛道場 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6223 中村　唯人 富士市柔道会 静岡県

６年生男子軽量級（-50kg） 6224 梅谷　令 相武館　吉田道場 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6225 小倉　廉太朗 飯田道場 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6226 川田　広翔 紅柔道少年団 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6227 山口　昌太朗 悠友館 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6228 宮田　洸希 富里柔道 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6229 小林　亮裕 大宮立志塾 埼玉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6230 井上　遥哉 朝飛道場 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6231 白﨑　絢 鈴木道場（東京） 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6232 牧野　仁 嶺心会 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6233 秋山　泰我 柏南部青少年柔道会 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6234 和栗　羚 有明柔道クラブ 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6235 齋藤　太我 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 群馬県

６年生男子軽量級（-50kg） 6236 川合　櫂斗 はやの柔道クラブ 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6237 難波　賢史 寒川柔友会 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6238 大石　大幹 無心塾　飯島道場 茨城県

６年生男子軽量級（-50kg） 6239 安田　怜斗 勇武館高宮道場 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6240 甘利　太志 大和柔勇会 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6241 高澤　希絆 石野柔道塾 千葉県



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

６年生男子軽量級（-50kg） 6242 ミルザクロフ　アミンジョン 野木町柔道クラブ 栃木県

６年生男子軽量級（-50kg） 6243 木村　琉央 明心館　関本道場 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6244 菊池　蒼我 八三塾 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6245 松原　陸人 新井道場 埼玉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6246 藤田　彬 紅柔道少年団 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6247 中村　仁誠 嶺心会 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6248 飯田　幸太郎 飯田道場 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6249 田﨑　桜太 荒川警察署少年柔道部 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6250 藤井　圭冴 八街柔友会 千葉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6251 遠藤　煌大 五十嵐道場 埼玉県

６年生男子軽量級（-50kg） 6252 渡邉　界沙 教道館 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6253 高橋　周 朝飛道場 神奈川県

６年生男子軽量級（-50kg） 6254 杉本　陽基 川野柔道塾 東京都

６年生男子軽量級（-50kg） 6255 知久　翔哉 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県

６年生男子無差別 6301 松下　哲樟 寒川柔友会 神奈川県

６年生男子無差別 6302 小松　礼旺 杏文柔道クラブ　氷川台校 東京都

６年生男子無差別 6303 諏訪　圭亮 茂原柔道クラブ 千葉県

６年生男子無差別 6304 横内　心岬 教道館 神奈川県

６年生男子無差別 6305 佐川　心蒼 舟川柔道塾 埼玉県

６年生男子無差別 6306 三宅　葵 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県

６年生男子無差別 6307 齋藤　彪翔 石野柔道塾 千葉県

６年生男子無差別 6308 井上　瑛太 朝飛道場 神奈川県

６年生男子無差別 6309 松本　壮太 五十嵐道場 埼玉県

６年生男子無差別 6310 エフベ　李亜睦 一道館 神奈川県

６年生男子無差別 6311 高橋　将斗 草津練心館柔道スポーツ少年団 群馬県

６年生男子無差別 6312 上田　朝大 BUDDY 江東 東京都

６年生男子無差別 6313 長山　学人 無心塾　飯島道場 茨城県

６年生男子無差別 6314 稲葉　優翔 渋谷西柔道グラブ 神奈川県

６年生男子無差別 6315 村越　煌 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

６年生男子無差別 6316 牛丸　蕾斗 小杉柔道クラブ 東京都

６年生男子無差別 6317 香月　暖 明心館　関本道場 千葉県

６年生男子無差別 6318 荒木　泰生 教道館 神奈川県

６年生男子無差別 6319 片桐　頼音 新越谷山﨑道場 埼玉県

６年生男子無差別 6320 冨樫　紘史郎 朝飛道場 神奈川県

６年生男子無差別 6321 作花　楽 上溝柔道教室 神奈川県

６年生男子無差別 6322 恒次　智希 山武柔道西塾 千葉県

６年生男子無差別 6323 村石　禅 協和道場 神奈川県

６年生男子無差別 6324 中島　要 春日柔道クラブ　（東京） 東京都

６年生男子無差別 6325 飯田　颯太 深川錬磨会 東京都

６年生男子無差別 6326 栗栖　智義 新越谷山﨑道場 埼玉県

６年生男子無差別 6327 二木　洸樹 朝飛道場 神奈川県

６年生男子無差別 6328 福田　凰翔 藪塚柔道教室 群馬県

６年生男子無差別 6329 綾部　汰一 寒川柔友会 神奈川県

６年生男子無差別 6330 石毛　大翔 山武柔道西塾 千葉県

６年生男子無差別 6331 上本　晃大 八潮柔道クラブ 埼玉県

６年生男子無差別 6332 新谷　勇気 悠友館 神奈川県

６年生男子無差別 6333 丹羽　陽飛 松前柔道塾 東京都

６年生男子無差別 6334 前野　泰聖 上溝柔道教室 神奈川県

６年生男子無差別 6335 石井　謙柔 中山柔道会 千葉県

６年生男子無差別 6336 綱島　蘭乃介 清廉館 東京都

６年生男子無差別 6337 境野　幹大 富士市柔道会 静岡県

６年生男子無差別 6338 山田　昊 陽心会館 東京都



階級 No. 参加者 所属道場名 都道府県

６年生男子無差別 6339 坂井　湊 一道館 神奈川県

６年生男子無差別 6340 手塚　進二朗 朝飛道場 神奈川県

６年生男子無差別 6341 並木　海璃 五十嵐道場 埼玉県

６年生男子無差別 6342 大石　健生 寒川柔友会 神奈川県

６年生男子無差別 6343 後藤　大瑚 有明柔道クラブ 東京都

６年生男子無差別 6344 石川　大雅 教道館 神奈川県

６年生男子無差別 6345 中村　心 明心館　関本道場 千葉県

６年生男子無差別 6346 町田　蒼波 舟川柔道塾 埼玉県

６年生男子無差別 6347 松井　海斗 東京拘置所少年柔道クラブ 東京都

６年生男子無差別 6348 諸井　将三 一道館 神奈川県

チャレンジマッチ 0001 三上　陽葵 大多喜町少年柔道クラブ 千葉県

チャレンジマッチ 0002 齋藤　立佳 袋井スポーツ協会柔道部 静岡県

チャレンジマッチ 0003 塚本　龍司 有明少年柔道クラブ 熊本県

チャレンジマッチ 0004 佐々木　拳 稲敷市少年柔道クラブ 茨城県

チャレンジマッチ 0005 仲　晃佑 青葉柔友会 神奈川県

チャレンジマッチ 0006 土田　菜奈 小友唯心塾 秋田県

チャレンジマッチ 0007 三上　湊未 大多喜町少年柔道クラブ 千葉県

チャレンジマッチ 0008 今冨　陽翔 高尾の森少年柔道 東京都

チャレンジマッチ 0009 須知　麗 力善柔道クラブ 茨城県

チャレンジマッチ 0010 丹羽　咲葵 松前柔道塾 東京都

チャレンジマッチ 0011 久保田　海生 福生市柔道連盟 東京都

チャレンジマッチ 0012 佐々木　楓 稲敷市少年柔道クラブ 茨城県

チャレンジマッチ 0013 根本　光輝 有明柔道クラブ 東京都


