
第10回スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会

2020年2月23日

丸善インテックアリーナ大阪

６年生男子軽量級（-50kg）

NO 氏名 所属 県
体重
（kg）

60 田中　聡悟 あすなろクラブ 大阪府 50

59 森山　壮 練心館 和歌山県 40

58 田中　陽竜 社柔道少年団 兵庫県 45

57 石村　琥太郎 学が丘柔道クラブ 兵庫県 37

56 久保田　洸樹 柔仁会 滋賀県 37

55 日野原　叶汰 豆蔵柔道クラブ 東京都 50

54 北川　雄大 東生駒柔道クラブ 奈良県 41

53 栄　皓晴 宝塚柔道教室 兵庫県 45

52 小山田　空 あすなろ道場 山梨県 47

51 織部　正拳 志翔館道場 京都府 46

50 横田　悠斗 ダイコロ少年柔道教室 大阪府 48

49 小西　真勇斗 洲本少年柔道クラブ 兵庫県 47

48 高倉　亜衣琉 太田南柔道スポーツ少年団 群馬県 43

47 松本　悠暉 倉敷武道館柔道部 岡山県 45

46 幸島　大一朗 ＡＢＵ柔道クラブ 山口県 50

45 木村　海斗 瀬戸陶原道場 愛知県 40

44 尾関　朝斗 美濃柔道 岐阜県 33

43 本多　輝伎 福島少年柔道推進会 大阪府 44

42 木本　飛雄馬 神戸少年柔道蟻クラブ 兵庫県 47

41 福田　城太郎 二見少年柔道クラブ 兵庫県 42

40 梧桐　詩生 福野柔道スポーツ少年団 富山県 45

39 坂口　勇樹 和歌山武道館柔道クラブ 和歌山県 48

38 石川　一虎 春日柔道クラブ 東京都 38

37 猪木　遵平 生々館道場 岡山県 43

36 川﨑　淳史 伊丹柔道教室 兵庫県 41

35 若月　アル 修心館 京都府 45

34 小松　飛翔 加茂名柔道会三河道場 徳島県 40

33 池本　惺音 大山柔道クラブ 鳥取県 35

32 堤　創大 青少年健全育成塾正道館 兵庫県 39

31 佐藤　壮泰 松前柔道塾 東京都 48

30 濱田　遥樹 広畑柔道教室 兵庫県 50

29 杉本　來樹 志翔館道場 京都府 46

28 諏訪　友翔 正木道場 和歌山県 40

27 中山　星斗 神戸少年柔道蟻クラブ 兵庫県 32

26 和田　広暉 六郷道場 愛知県 44

25 野﨑　康輔 庄原高南道場 広島県 49

24 新谷　悠悟 柔心塾 大阪府 41

23 川原　翔希 県営富山武道館 富山県 49

22 井上　太陽 加美道場 大阪府 45

21 早川　敦 学が丘柔道クラブ 兵庫県 47

20 倉本　悠里 井川町武道会柔道部 徳島県 40

19 上野　大希 太秦少年柔剣道愛好会 京都府 43

18 田中　海成 社柔道少年団 兵庫県 44

17 辻　優 東生駒柔道クラブ 奈良県 45

16 池内　雷基 昭道館池内道場 茨城県 43

15 矢部　創 倉敷武道館柔道部 岡山県 40

14 小林　歩遥 社柔道少年団 兵庫県 37

13 友永　琉衣 摂津少年柔道推進会 大阪府 43

12 石川　慧文 高松武道館 香川県 40

11 生賴　始 神刑Ｊｒ．柔道クラブ 兵庫県 48

10 廣村　祐一郎 生駒市柔道連盟 奈良県 38

9 山陰　大空 修心館 京都府 50

8 三好　健登 和歌山武道館柔道クラブ 和歌山県 49

7 田村　英明 石井少年柔道教室 徳島県 50

6 伊藤　輝人 至誠館 滋賀県 30

5 工藤　康晴 髙砂道場 兵庫県 42

4 遠田　滉 高楊社道場 北海道 39

3 狩野　央輔 静岡南部柔道クラブ 静岡県 46

2 藏谷　忠慶 明武館田邊道場 大阪府 49

1 橋間　心暖 二見少年柔道クラブ 兵庫県 38


