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丸善インテックアリーナ大阪

４年生男子軽量級（-40kg）

NO 氏名 所属 県
体重
（kg）

64 岩崎　康汰朗 神戸柔道クラブ 岐阜県 40

63 池本　翔星 大山柔道クラブ 鳥取県 33

62 廣林　良亮 社柔道少年団 兵庫県 35

61 味村　甲人 和歌山武道館柔道クラブ 和歌山県 33

60 佐藤　志龍 長島道場 三重県 30

59 大西　一輝 二見少年柔道クラブ 兵庫県 34

58 渡部　日輝太 松前柔道塾 東京都 36

57 杉原　廣成 正己塾 大阪府 39

56 藤原　壱成 真道館ジュニア柔道クラブ 兵庫県 29

55 前川　泰希 善通寺柔道会 香川県 38

54 佐藤　伯翔 髙砂道場 兵庫県 37

53 青木　慎一郎 八日市柔道スポーツ少年団 滋賀県 35

52 碇本　波輝 兵庫少年こだま会 兵庫県 35

51 大西　有人 井川町武道会柔道部 徳島県 33

50 竹本　悠来 ウイング柔道クラブ 大阪府 36

49 竹内　湊人 大府柔道会 愛知県 31

48 日高　大河 生々館道場 岡山県 34

47 石村　貫仁郎 学が丘柔道クラブ 兵庫県 39

46 川上　響生 ニュージャパン柔道クラブ 大阪府 37

45 萬井　縁 米子市柔道少年団 鳥取県 36

44 池永　和喜 高石市柔道スポーツ少年団 大阪府 39

43 岡本　幸乃輔 小牧柔道会 愛知県 37

42 苦木　彪我 将祥柔道館 兵庫県 31

41 大井　孔蓮 幸心会正善館道場 奈良県 33

40 石川　賢士 高松武道館 香川県 33

39 神路　維茶 波賀柔道教室 兵庫県 29

38 佐藤　大護 生目柔道場 宮崎県 39

37 興津　遼 二見少年柔道クラブ 兵庫県 40

36 大平　虎拍 岬町柔道スポーツ少年団 大阪府 27

35 頭師　汰臣 東みよし柔道教室 徳島県 38

34 逢坂　颯季 東浦少年柔道教室 兵庫県 30

33 竹内　琉晟 佐布里少年柔道教室 愛知県 32

32 苦木　彪克 将祥柔道館 兵庫県 32

31 森谷　宇雄 生々館道場 岡山県 32

30 永井　勇迅 洲本少年柔道クラブ 兵庫県 33

29 西畑　永太 練心館 和歌山県 27

28 観音寺　真央 松前柔道塾 東京都 40

27 東向　漱太 養気塾車谷道場 大阪府 38

26 吉田　知生 志度柔道スポーツ少年団 香川県 34

25 豊田　朔也 学が丘柔道クラブ 兵庫県 35

24 柳樂　京介 ミキハウス柔道教室 大阪府 32

23 工藤　健人 髙砂道場 兵庫県 34

22 宮崎　陽太 文政少年柔道クラブ 熊本県 29

21 加藤　泰輔 米子市柔道少年団 鳥取県 32

20 椎野　翔雲 川添柔道教室 兵庫県 35

19 佐藤　希来 佐布里少年柔道教室 愛知県 32

18 中村　汰玖未 愛東柔道スポーツ少年団柔心会 滋賀県 36

17 法田　侑隼 兵庫少年こだま会 兵庫県 33

16 高橋　虎之介 米子市柔道少年団 鳥取県 36

15 小田　晃大 兵庫少年こだま会 兵庫県 30

14 仙波　育 伊丹柔道教室 兵庫県 33

13 近藤　瑞己 三豊柔道会 香川県 35

12 岡本　和乃輔 小牧柔道会 愛知県 36

11 佐藤　隆矢 ダイコロ少年柔道教室 大阪府 39

10 角野　翔飛 宝塚柔道教室 兵庫県 31

9 宮下　叶都 能登川柔道スポーツ少年団 滋賀県 29

8 栖原　天汰 上田柔道場 大阪府 33

7 天羽　一 加茂名柔道会三河道場 徳島県 30

6 矢田　啓 学が丘柔道クラブ 兵庫県 30

5 櫻井　賢心 松戸東警察署少年柔道部 千葉県 35

4 津本　拳汰 和柔会道場 和歌山県 29

3 遠山　隆太 加美道場 大阪府 35

2 杉本　篤樹 志翔館道場 京都府 26

1 前田　康介 二見少年柔道クラブ 兵庫県 29


