
第11回スポーツひのまるキッズ九州小学生柔道大会

2020年1月19日

春日市総合スポーツセンター

５年生男子軽量級（-45kg）

NO 氏名 所属 県
体重

（kg）

優勝　宮辺 鼓太郎　柔道戸畑道友会（福岡県）
2位　江口 関亮 脩柔舘山内道場（福岡県）
3位　古賀 龍之介　尚武館（福岡県）
3位　阿部 桜大　安心院柔道クラブ（大分県）

福岡県 40

尚武館

乳山道場

6 古賀　春樹 福岡県 44宗像Ｊクラブ

3 西　貞信 鹿児島県 33忠氣道場

伊予双葉柔道会

10 今村　漱大 大分県 43

清風柔道スポーツ少年団

森道場

1 古賀　龍之介 福岡県 37

2 齋藤　里一 福岡県 37八幡東警察署一心会

8

中尾　空良 福岡県 39

別府市柔道教室

東福岡柔道教室5

4

定井　志士 愛媛県 407

末永　煌 大分県 36

脩柔舘山内道場

11

松岡　虎汰 福岡県 41

12

東福岡柔道教室

16 原田　力義 福岡県 45うきは市体協　柔道部

17 徳永　咲郎 福岡県 42

18

熊本　良太郎 福岡県

9 津田　斗真 山口県 40

15 古川　裕也 佐賀県 42

熊本　理樹 福岡県 37

小城秀島道場

桜野柔道13

石渡　力斗 福岡県 4314

大町　光喜

39

筑前町スポーツ少年団　夜須柔道部

桜野柔道

19

末松　真成 福岡県 37

20

宮辺　鼓太郎 福岡県 40

須恵柔道クラブ

柔道戸畑道友会

21 隈部　風音 熊本県 30

22 小野　旬 宮崎県

29

23 樗木　尚仁 福岡県 38.7

24

松岡　幸村 長崎県 37

志摩柔道スポーツ少年団

福江武道館25

ウィルソン　海 沖縄県 38

30

深見　旺志郎 福岡県 30

宜野湾署スポーツ少年団

百道少年柔道クラブ

27

北原　松太郎 福岡県 44

28

岩本　仁太 福岡県 30

孜孜道場

43

森義塾柔道教室

延岡少年柔道クラブ

福吉柔道スポーツ少年団

26

31 高木　大夢 大分県 45

32 佐藤　泰貴 福岡県 42

USA 小倉塾

宇美町柔道教室

山崎　北斗 福岡県 43

栗原　大五 福岡県 43

宗像Ｊクラブ

篠栗町体育協会柔道部

33 栗原　大制 熊本県 42

34 古賀　魁斗 福岡県 39

倫心館吉田道場

宗像Ｊクラブ

35 阿部　桜大 大分県 44

36 久保　虎次朗 佐賀県 42

安心院柔道クラブ

精道館道場

37 木原山　遥佳 福岡県 23

38 田中　慎太郎 福岡県 38

福吉柔道スポーツ少年団

明道館道場

39 松尾　進太郎 福岡県 35

40 赤司　匠海 福岡県 44

善柔館

うきは市体協　柔道部

43

青柳　巽 長崎県 37

44 帆足　空輝 福岡県 35

平山道場

筑前町スポーツ少年団　夜須柔道部

41 幸島　亜都務 山口県 41

42 伊津野　謙太 福岡県 36

ＡＢＵ柔道クラブ

大野城南柔道クラブ

47 松本　隼弥 福岡県 35

48

白木原少年柔道クラブ

入山　丈 愛媛県 45伊予双葉柔道会

45 牛嶋　康太 鹿児島県 31

46 田中　大雅 福岡県 40

西之表黒潮柔友会

安武道場

大分県 45

山内　琉魁 福岡県 44

50

橋本　陸叶 福岡県 40

東福岡柔道教室

乳山道場52

高口　建 福岡県 40明道館道場

49

雄心館木下塾　雄心館道場

江口　関亮 福岡県 40

55

56

川副　由稀 福岡県 44安武道場

53

戸嶋　大登 福岡県 37

欠 榎本　誉 福岡県 38

篠栗町体育協会柔道部

宇美町柔道教室

51

尚武館

坂口　桜生

岩下　縁士 福岡県 41糸田町スポーツ少年団柔道部

61

山地　秀和 福岡県 37

精道館道場

57

58

土勢　大空 長崎県 45

大塚　咲空 大分県 30庄内柔道教室

北陽塾

62 黒木　聖也 福岡県 43

須恵柔道クラブ

宗像Ｊクラブ

59

石渡　咲斗 福岡県 42篠栗町体育協会柔道部

60 園田　輪太朗 佐賀県 40


