
階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

0001 齋藤　立佳 袋井スポーツ協会柔道部

0002 渡辺　陽菜乃 北富士柔道スポーツ少年団

0003 大谷　柚葉 袋井スポーツ協会柔道部

0004 山崎　蒼葉 山北道場

0005 杉山　健 蒲郡柔道スポーツ少年団

0006 竹内　盛一郎 北名古屋市柔道クラブ

0007 長島　新之助 函南柔道会

0008 荒木　康成 和道場

1001 榊原　信 半田少年柔道教室

1002 松岡　亜弥 庄野柔道クラブ

1003 甲斐　穂 野木町柔道クラブ

1004 鮫嶋　碧希 袋井スポーツ協会柔道部

1006 有森　勇翔 近江八幡柔道連盟

1007 福田　光汰 錬心館岡野道場

1008 長尾　謙伸 羽島柔道少年団

1009 松岡　凜樹 神刑Ｊｒ．柔道クラブ

1010 塚原　力翔 孝心館

1011 本郷　大和 かわごえ柔塾

1012 三尾　一平 米田道場

1013 清水　空輝 北桐館虎姫柔道塾

1014 田村　燈馬 市川柔道教室

1015 高野　楓士 野木町柔道クラブ

1016 藤吉　壱成 美濃柔道

1017 籔本　柚葉 半田少年柔道教室

1018 井上　醍虎 近江八幡柔道連盟

1019 鈴木　大介 羽田野道場

1020 田中　裕翔 兵庫少年こだま会

1101 剛迫　優翔 六郷道場

1102 小屋原　謙 追浜柔友会

1103 神野　燿聖 三林柔道育成会

1104 平山　心道 岐阜北柔道クラブ

1105 加藤　陽翔 力善柔道クラブ

1106 田畑　翔 豆蔵柔道クラブ

1107 吉田　琉星 長野誠心館道場

1108 矢野　太基 森ノ宮柔道クラブ

1109 城所　伶依 羽田野道場

1110 関沢　昊我 高岡西条柔道教室

1111 綾部　和心 寒川柔友会

1112 黒木　陽太 済美館

1113 古山　尚志 高岡西条柔道教室

1114 金本　才菜 八幡市柔道教室

1115 剛迫　彩翔 六郷道場

1116 内山　翔 悠信館ふじみ少年柔道教室

1117 中条　しま 柔心会（富山県）

1118 山岸　龍生 長野誠心館道場

1119 植原　颯亮 二見少年柔道クラブ

1120 村松　愛衣 和道場

チャレンジマッチ

１年生男女混合軽量級(-23kg)

１年生男女混合無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

2001 武内　愛斗 小牧柔道会

2002 大野　史遂 森ノ宮柔道クラブ

2003 田岡　幹生 久居柔道教室

2004 山下　敦生 各務原市柔道少年団

2005 向　陽鞠 柔仁会

2006 佐藤　孝紀 東浦道場

2007 齊藤　碧大 育心館内山道場

2008 大石　徠璃 袋井スポーツ協会柔道部

2009 都市　朱恣 有朋柔道塾

2010 小池　憲太朗 八幡市柔道教室

2011 綱島　虎次郎 清廉館

2012 藤吉　琉聖 美濃柔道

2013 神東　丈 瀬戸陶原道場

2014 赤司　翔 うきは市体協　柔道部

2015 渡邉　真太郎 藤枝柔道倶楽部

2016 今井　創也 一道館 

2017 村田　圭麻 羽田野道場

2018 森﨑　みのり 兵庫少年こだま会

2019 松木　芽生 全日本柔道少年団七尾分団

2020 手塚　希穂 長野誠心館道場

2021 三井　瑛心 牟礼柔道スポーツ少年団

2022 杉谷　優貴仁 柔仁会

2023 杣友　大河 森ノ宮柔道クラブ

2024 青木　希恵 半田少年柔道教室

2025 吉井　俊 羽島柔道少年団

2026 吉田　晴信 二見少年柔道クラブ

2027 藤村　快威 東浦道場

2028 竹田　挑史 全日本柔道少年団七尾分団

2029 前田　汰一 八幡柔道クラブ

2030 溝口　蕾音 岐阜北柔道クラブ

2031 原田　典子 羽田野道場

2032 奥山　皓介 青少年健全育成塾正道館

2033 柴崎　莉緒愛 野木町柔道クラブ

2034 齋藤　妃那 柔好会

2035 髙槻　結仁 修心館（京都）

2036 百武　晟 一道館 

2037 藤田　優迅 北桐館虎姫柔道塾

2038 安達　凜翔 黒部市錬成館

2039 渡辺　拳紳 山北道場

２年生男女混合軽量級(-28kg)



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

2101 永富　悠雅 広畑柔道教室

2102 大出　龍志 野木町柔道クラブ

2103 味岡　武蔵 羽田野道場

2104 澁谷　優那 川口市柔道連盟クラブ

2105 辻本　爽之介 東浦道場

2106 富樫　蓮斗 上溝柔道教室

2107 松本　こはる 半田少年柔道教室

2108 福田　吟平 加美道場

2109 上田　魁夢 岐阜北柔道クラブ

2110 川俣　粋生 大宮立志塾

2111 鈴木　千尋 羽田野道場

2112 淺井　紅亜 田中柔道教室

2113 夏　睦 森ノ宮柔道クラブ

2114 水谷　公亮 小牧柔道会

2115 佐野　雄星 小園柔道教室

2116 稲沢　咲良 伊賀柔道教室

2117 冨田　莉央 有明柔道クラブ

2118 小堀　陽達 八幡市柔道教室

2119 小口　昂大 北名古屋市柔道クラブ

2120 藤野　桜介 羽田野道場

2121 立川　輝 岐阜北柔道クラブ

2122 大矢　詩実 伊賀柔道教室

2123 花田　結菜 半田少年柔道教室

2124 大野　未悠 高萩市柔道スポーツ少年団

2125 谷本　絃巴 北名古屋市柔道クラブ

2126 山内　一花 森ノ宮柔道クラブ

2127 小林　洸大 柔仁会

2128 飯田　知絵莉 川口市柔道連盟クラブ

2129 矢根　漣 二見少年柔道クラブ

2130 小石　颯人 岐阜北柔道クラブ

2131 岡村　陽大 舟川柔道塾

2132 大須賀　愛虎 羽田野道場

2133 君島　快斗 野木町柔道クラブ

2134 駒瀬　佳穂 田中柔道教室

2135 原山　碧光 長野市中央柔道教室

2136 大野　陽菜 六郷道場

2137 内藤　翔太 八幡柔道クラブ

２年生男女混合無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

3001 中村　仁 岐阜北柔道クラブ

3002 高井　蓮 大治柔道育英会

3003 田中　結桜 兵庫少年こだま会

3004 有森　輝空 近江八幡柔道連盟

3005 富田　陸 柔好会

3006 矢野　陽基 森ノ宮柔道クラブ

3007 大橋　颯馬 北名古屋市柔道クラブ

3008 高橋　想 長野誠心館道場

3009 江口　晴 羽田野道場

3010 山田　翠 柔心会（富山県）

3011 吉野　陽翔 田中柔道教室

3012 田村　遥花 市川柔道教室

3013 金本　史穏 八幡市柔道教室

3014 松井　乙音 各務原市柔道少年団

3015 岩澤　芽以 山北道場

3016 篠原　優希 柔仁会

3017 五十嵐　あかり 森ノ宮柔道クラブ

3018 松原　未虹 羽島柔道少年団

3019 磯部　康成 瀬戸陶原道場

3020 須山　心月 長野誠心館道場

3021 鉢蝋　大和 高岡西条柔道教室

3022 際田　大翔 近江八幡柔道連盟

3023 籔本　杏璃 半田少年柔道教室

3024 望月　穂香 富士市柔道会

3025 杉山　蒼二 蒲郡柔道スポーツ少年団

3026 上田　蒼海 成道会

3027 七澤　純磨 黒部市錬成館

3028 柴田　真衣 田中柔道教室

3029 磯谷　和津 山北道場

3030 齋藤　響希 森ノ宮柔道クラブ

3031 石渡　瑚花 新井道場

3032 山﨑　羽流 岐阜北柔道クラブ

3033 吉田　咲幸 二見少年柔道クラブ

3034 井上　瑚太郎 近江八幡柔道連盟

3035 長尾　優志 羽島柔道少年団

3036 中元　汰織 八幡市柔道教室

3037 長谷川　心凰 近江八幡柔道連盟

3038 鶴羽　大悟 田代道場（愛知県）

3039 我妻　日菜子 長野誠心館道場

3040 竹山　慶 済美館

3041 岩井　暁哉 各務原市柔道少年団

3042 塚本　大暉 藤枝柔道倶楽部

3043 西田　燈 森ノ宮柔道クラブ

3044 二村　純平 六郷道場

3045 高石　優利 一道館 

３年生男女混合軽量級(-31kg)



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

3101 神農　悠斗 二見少年柔道クラブ

3102 鈴鹿　嵐己 瀬戸陶原道場

3103 小田　湊人 鳥武館柔道スポーツ少年団

3104 田中　咲生 ウイング柔道クラブ

3105 山田　彩桜 岐阜北柔道クラブ

3106 見田　輝 六郷道場

3107 中島　美桜 近江八幡柔道連盟

3108 竹田　海鷹 藤枝柔道倶楽部

3109 河合　桐至 羽田野道場

3110 古山　慶人 高岡西条柔道教室

3111 平山　夢子 岐阜北柔道クラブ

3112 村岡　縦 三林柔道育成会

3113 西本　琉華 松任柔道スポーツ少年団

3114 池田　結佳子 柔好会

3115 神東　千代梨 瀬戸陶原道場

3116 中野　丞 岐阜北柔道クラブ

3117 田岡　暖生 久居柔道教室

3118 石原　一叡 羽島柔道少年団

3119 清水　夢空 北桐館虎姫柔道塾

3121 平田　充 宝塚柔道教室

3122 黒木　飛龍 善柔館

3123 田中　大稀 岐阜北柔道クラブ

3124 中村　廉 半田少年柔道教室

3125 竹田　大鷹 藤枝柔道倶楽部

3126 長谷川　琴葉乃 瀬戸陶原道場

3127 大野　剛士 羽島柔道少年団

3128 森　奏遥 近江八幡柔道連盟

3129 小谷　一翔 三林柔道育成会

3130 平野　晴朗 柔好会

3131 伊藤　杏  神前柔道教室

3132 平山　善智 佐原柔友会

3133 駒瀬　莉愛 田中柔道教室

3134 神野　匠生 三林柔道育成会

3135 小佐野　起吏 北富士柔道スポーツ少年団

3136 伊藤　穂実 蒲郡柔道スポーツ少年団

3137 福本　百奈実 浜北柔道スポーツ少年団

3138 梶屋　心大朗 川口市柔道連盟クラブ

3139 鐘　翔輝 半田少年柔道教室

3140 東　沙耶 森ノ宮柔道クラブ

3141 森本　陽太 岐阜北柔道クラブ

3142 明田　悠伸 丸亀柔道スポーツ少年団

３年生男女混合無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

4001 齋藤　仁菜 袋井スポーツ協会柔道部

4002 渡辺　蒼來 山北道場

4003 渡邊　こはね 美濃柔道

4004 森﨑　ひより 兵庫少年こだま会

4005 長谷川　柚和 羽島柔道少年団

4006 三尾　のな 米田道場

4007 前田　桃花 松阪市武道館柔道教室

4008 山田　愛莉 羽島柔道少年団

4009 安江　美乃 羽田野道場

4010 福田　美羽 加美道場

4011 大石　幸徠 袋井スポーツ協会柔道部

4012 都市　さくら 有朋柔道塾

4013 小堀　愛空 八幡市柔道教室

4014 横山　莉愛 東浦道場

4101 野田　にこ 田中柔道教室

4102 杉村　杏 力善柔道クラブ

4103 目黒　莉那 山武柔道西塾

4104 竹田　柚月 長野誠心館道場

4105 岡村　美空 舟川柔道塾

4106 谷口　颯翼 松阪市武道館柔道教室

4107 吉井　結 羽島柔道少年団

4108 大井戸　小春 各務原市柔道少年団

4109 西森　幸葉 伊丹柔道教室

4110 井上　夏歌 小牧柔道会

４年生女子軽量級（-35kg）

４年生女子無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

4201 森　龍我 柔心会（富山県）

4202 小石　健人 岐阜北柔道クラブ

4203 望月　雲景 富士市柔道会

4204 佐藤　力 六郷道場

4205 浅井　海磨 上溝柔道教室

4206 黒田　夢登 広畑柔道教室

4207 山根　慶太 済美館

4208 藤田　優丞 北桐館虎姫柔道塾

4209 稲沢　龍志 伊賀柔道教室

4210 青木　宏太朗 半田少年柔道教室

4211 加藤　剛輝 力善柔道クラブ

4212 齊藤　悠大 育心館内山道場

4213 服部　裕太 庄野柔道クラブ

4214 杣友　猛琉 森ノ宮柔道クラブ

4215 田家　弦 山北道場

4216 柴崎　魁希 野木町柔道クラブ

4217 地道　羽那 兵庫少年こだま会

4218 百武　昊 一道館 

4219 伊東　悠翔 韮山柔道教室

4220 神藤　颯大 豆蔵柔道クラブ

4221 野村　湊斗 守口東部少年柔道教室

4222 出口　大耀 山北道場

4223 向　陽暖 柔仁会

4224 片山　煌彪 福江武道館

4225 保科　崇悟 砺波市柔道スポーツ少年団

4226 片渕　尊 三林柔道育成会

4227 伊東　遥嘉 南粕谷少年柔道教室

4228 富樫　海斗 上溝柔道教室

4229 清水　心豊 木之本青空柔道教室

4230 河口　慶哉 社柔道少年団

4231 高野　煌大 野木町柔道クラブ

4232 新村　虎ノ介 和道場

4233 中村　叶夢 庄野柔道クラブ

4234 榊原　文也 半田少年柔道教室

4235 加藤　司 有明柔道クラブ

4236 平内　達真 伊賀柔道教室

4237 剛迫　滉真 六郷道場

4238 恒次　司 山武柔道西塾

4239 若林　怜男 一道館 

4240 布施　遼顕 近江八幡柔道連盟

4241 髙野　輝 柔好会

4242 石田　龍 八幡市柔道教室

4243 西田　凌大 志誠塾

4244 佐藤　僚 東浦道場

4245 前田　昇仁朗 春日柔道クラブ　（東京）

4246 本郷　倖基 かわごえ柔塾

4247 大野　史進 森ノ宮柔道クラブ

４年生男子軽量級（-40kg）



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

4301 植原　瑛心 二見少年柔道クラブ

4302 淺井　汰師 田中柔道教室

4303 湯沢　結斗 孝心館

4304 山本　昊聖 浜北柔道スポーツ少年団

4305 花田　義治 半田少年柔道教室

4306 古川　帆希 神栖柔神会

4307 舘野　仁之介 遠藤道場

4308 本田　優心 森ノ宮柔道クラブ

4309 久保　辰元 宝塚柔道教室

4310 青栁　樹 善柔館

4311 田村　公一 佐川少年柔道クラブ

4312 齋藤　悠月 山武柔道西塾

4313 渡辺　晃誠 北富士柔道スポーツ少年団

4314 林　響葵 長野誠心館道場

4315 鮫嶋　陽太 袋井スポーツ協会柔道部

4316 田中　祐成 羽田野道場

4317 犬塚　大翔 和道場

4318 大野　一悠 高萩市柔道スポーツ少年団

4319 松村　冠治 広畑柔道教室

4320 岩澤　斗成 山北道場

4321 矢根　獅恩 二見少年柔道クラブ

4322 梅田　一颯 田中柔道教室

4323 勝山　瑛士郎 上溝柔道教室

4324 村松　葵羽 半田少年柔道教室

4325 磯部　健成 瀬戸陶原道場

4326 黒木　勘太 済美館

4327 松岡　汰知 庄野柔道クラブ

4328 吉田　陸 長野誠心館道場

4329 佐野　生英 小園柔道教室

4330 川崎　杏 孝心館

4331 金子　智貴 川口市柔道連盟クラブ

4332 金　相武 天理柔道クラブ

４年生男子無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

5001 吉田　唯良 山北道場

5002 布施　美織 近江八幡柔道連盟

5003 都市　夏々瀬 有朋柔道塾

5004 岡本　悠里 春日柔道クラブ　（東京）

5005 七澤　結花 黒部市錬成館

5006 岡田　ゆま 美濃柔道

5007 百瀬　莉音 長野誠心館道場

5008 林　つぼみ 六郷道場

5009 松下　蕗 寒川柔友会

5010 木戸　夏鈴 山北道場

5011 松原　姫來 羽島柔道少年団

5012 角野　愛姫 宝塚柔道教室

5013 村井　結南 ウイング柔道クラブ

5014 川畑　恵 清廉館

5015 山﨑　琉奈 大治柔道育英会

5016 山陰　湊萌 修心館（京都）

5101 甲斐　萌 野木町柔道クラブ

5102 石川　榛名 川口市柔道連盟クラブ

5103 中条　めい 柔心会（富山県）

5104 山田　彩綾 岐阜北柔道クラブ

5105 伊藤　彩藍 北桐館虎姫柔道塾

5106 松井　美昇 高岡西条柔道教室

5107 伊藤　美縁 蒲郡柔道スポーツ少年団

5108 田村　心乙 佐川少年柔道クラブ

5109 我妻　優日南 長野誠心館道場

5110 山田　紗椰 一道館 

５年生女子軽量級（-40kg）

５年生女子無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

5201 大掛　凌 山北道場

5202 塚本　将成 藤枝柔道倶楽部

5203 北村　隼人 浅井柔道スポーツ少年団

5204 山上　勇武 湯河原柔友会

5205 栄　琉正 宝塚柔道教室

5206 望月　鐘貴 富士市柔道会

5207 田谷　昇大 美濃柔道

5208 石渡　颯祐 新井道場

5209 荒木　颯汰 松阪市武道館柔道教室

5210 堤　恒成 宝塚柔道教室

5211 大橋　隼翔 北名古屋市柔道クラブ

5212 二村　淳史 六郷道場

5213 神野　友成 三林柔道育成会

5214 大島　隼士 一道館 

5215 牧原　拓馬 広畑柔道教室

5216 藤田　真温 羽島柔道少年団

5217 高井　煌 大治柔道育英会

5218 太田　瀬那 新井道場

5219 川端　友己 二見少年柔道クラブ

5220 齋藤　楽太 柔好会

5221 原田　創矢 羽田野道場

5222 鈴木　道侍 育心館内山道場

5223 堀部　晴之介 岐阜北柔道クラブ

5224 福田　朋輝 新井道場

5225 中元　馨太 八幡市柔道教室

5226 上田　蒼空 成道会

5227 平田　岳土 広畑柔道教室

5228 夏目　晴月 羽田野道場

5229 黒川　莉斗 修心塾道場（岐阜県）

5230 海老塚　優太 柔好会

5231 今井　敦輝 県武道場

5232 千葉　央葵 一道館 

5233 吉脇　蓮宮 兵庫少年こだま会

5234 丹羽　智輝 南粕谷少年柔道教室

5235 中村　舷喜 全日本柔道少年団七尾分団

5236 山﨑　羽雲 岐阜北柔道クラブ

5237 大前　孝仁 広畑柔道教室

5238 杉山　洋太郎 蒲郡柔道スポーツ少年団

5239 籔本　慶多 半田少年柔道教室

5240 前田　光樹 寒川柔友会

5241 長谷川　鷲来 近江八幡柔道連盟

5242 村松　龍音 和道場

5243 岩本　賢志 春日柔道クラブ　（東京）

5244 柴田　将伍 田中柔道教室

5245 小佐野　煌士 北富士柔道スポーツ少年団

5246 江口　葵 羽田野道場

5247 阿部　快正 大宮立志塾

５年生男子軽量級（-45kg）



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

5301 大野　佑心 広畑柔道教室

5302 立川　大翔 岐阜北柔道クラブ

5303 永田　萩矢 藤枝柔道倶楽部

5304 鈴木　太洋 六郷道場

5305 加藤　玄祐 一道館 

5306 大浦　二千翔 鹿田柔道スポーツ少年団

5307 鈴木　勝太郎 川口市柔道連盟クラブ

5308 田畑　陽大 豆蔵柔道クラブ

5309 大橋　和空 SSU柔道クラブ

5310 富樫　佑斗 上溝柔道教室

5311 大川　漱輔 神栖柔神会

5312 小田　舶人 鳥武館柔道スポーツ少年団

5313 片山　喜伸道 福江武道館

5314 若林　朝日 高岡西条柔道教室

5315 大和田　樹 上溝柔道教室

5316 野田　武瑠 和道場

5317 石山　友涼 力善柔道クラブ

5318 蛭田　英将 修心塾道場（岐阜県）

5319 東　睦人 大治柔道育英会

5320 内藤　大和 櫻柔道塾

5321 市野　和輝 松阪市武道館柔道教室

5322 鈴木　絢大 富士市柔道会

5323 溝口　堅心 岐阜北柔道クラブ

5324 永富　稜雅 広畑柔道教室

5325 梅野　凛太郎 一道館 

5326 百瀬　成将 長野誠心館道場

５年生男子無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

6001 髙野　楓 柔好会

6002 中山　実 川口市柔道連盟クラブ

6003 横山　結愛 東浦道場

6004 新林　和佳 志誠塾

6005 雑賀　月嘉 岐阜北柔道クラブ

6006 竹中　菜葉 森ノ宮柔道クラブ

6007 Pokorna　Luisa 六郷道場

6008 平田　紗奈 青少年健全育成塾正道館

6009 伊東　柚葉 韮山柔道教室

6010 藤田　さくら 羽田野道場

6011 井口　苺心礼 久保井塾

6012 石井　柚貴 相川道場

6013 青木　小春 半田少年柔道教室

6014 柴田　麻帆 羽田野道場

6015 山下　葵生 各務原市柔道少年団

6016 塚田　汐菜 北富士柔道スポーツ少年団

6017 石川　まひる 春日柔道クラブ　（東京）

6018 福本　磨於実 浜北柔道スポーツ少年団

6019 竹内　彩姫 蒲郡柔道スポーツ少年団

6020 三尾　しほ 米田道場

6021 竹田　朱那 全日本柔道少年団七尾分団

6022 諸井　灯 袋井スポーツ協会柔道部

6023 近藤　穂南 浅井柔道スポーツ少年団

6024 石原　葵優 愛西柔道会

6025 林田　心海 小園柔道教室

6026 齊藤　奈々 育心館内山道場

6101 白井　悠心 湖西おそんが柔道クラブ

6102 金子　瑠奈 川口市柔道連盟クラブ

6103 野田　こころ 田中柔道教室

6104 山本　愛 北富士柔道スポーツ少年団

6105 井上　寛菜 松阪市武道館柔道教室

6106 落合　ことこ 森ノ宮柔道クラブ

6107 古山　結愛 高岡西条柔道教室

6108 藤吉　魅紅 美濃柔道

6109 三浦　千佳 春日柔道クラブ　（東京）

6110 南橋　一葵 浅井柔道スポーツ少年団

6111 鈴木　絆 滴水館

6112 藤田　雛子 新井道場

6113 堀部　唯万里 岐阜北柔道クラブ

6114 牧原　埜々香 広畑柔道教室

6115 太田　満悠 羽島柔道少年団

6116 山崎　奏多 山北道場

6117 瀬古　恋奈 松阪市武道館柔道教室

6118 笹原　望夢 野木町柔道クラブ

６年生女子軽量級（-45kg）

６年生女子無差別



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名
6201 坂井　湊 一道館 
6202 西島　虎志 福田柔道クラブ
6203 堀田　宗 庄野柔道クラブ
6204 今泉　昇麻 羽田野道場
6205 小堀　暉翔 八幡市柔道教室
6206 友水　悠士郎 大仁柔道会
6207 小林　亮裕 大宮立志塾
6208 小川　裕雅 広畑柔道教室
6209 大塚　究 北桐館虎姫柔道塾
6210 岩井　爽馬 各務原市柔道少年団
6211 中村　隆聖 柔好会
6212 大和　晴太 加美道場
6213 中塚　涼介 六郷道場
6214 田村　篤斗 市川柔道教室
6215 西田　煌大 志誠塾
6216 疋田　兼士 湖西おそんが柔道クラブ
6217 田脇　駿也 平瀬道場
6218 遠藤　煌大 五十嵐道場
6219 久家　大輝 近江八幡柔道連盟
6220 法田　明隼 兵庫少年こだま会
6221 冨田　陸翔 有明柔道クラブ
6222 関沢　泰我 高岡西条柔道教室
6223 池野　瑛斗 柔好会
6224 難波　賢史 寒川柔友会
6225 澁谷　舞瑠 田中柔道教室
6226 ミルク　ファビオ 羽田野道場
6227 松本　匠平 半田少年柔道教室
6228 江部　徳真 喜多道場
6229 石田　翔 八幡市柔道教室
6230 高橋　歩夢 神戸柔道クラブ
6231 清水　恵伍 北桐館虎姫柔道塾
6232 下里　丈弥 志誠塾
6233 山本　翔煌 柔好会
6234 田中　啓太 岐阜北柔道クラブ
6235 門倉　誉 藤枝柔道倶楽部
6236 福田　虎之介 二見少年柔道クラブ
6237 安田　怜斗 勇武館高宮道場
6238 枩田　陸聖 済美館
6239 赤司　匡春 うきは市体協　柔道部
6240 後藤　悠大 はやの柔道クラブ
6241 竹田　慈瑛 長野誠心館道場
6242 Filip　Horak 六郷道場
6243 長島　颯祐 函南柔道会
6244 山口　千寿 伊賀柔道教室
6245 向　朝輝 柔仁会
6246 松原　帝 羽島柔道少年団
6247 富田　蓮 柔好会
6248 伊東　成修 大府柔道会
6249 弓田　爽二朗 五十嵐道場
6250 新河　隼斗 神栖柔神会
6251 泉谷　伯虎  みなと学舎
6252 エフベ　李亜睦 一道館 

６年生男子軽量級（-50kg）



階級 選手NO. 参加者姓名 所属道場名

6301 川満　冠汰 県武道場

6302 井上　葵 松阪市武道館柔道教室

6303 松本　壮太 五十嵐道場

6304 中野　蒼大 柔好会

6305 久綱　晄生 半田少年柔道教室

6306 丹羽　陽飛 松前柔道塾

6307 羽田　悠馬 羽田野道場

6308 作花　楽 上溝柔道教室

6309 天野　優馬 大仁柔道会

6310 安田　幸平 羽島柔道少年団

6311 恒次　智希 山武柔道西塾

6312 井上　善翔 神刑Ｊｒ．柔道クラブ

6313 東　貫太 森ノ宮柔道クラブ

6314 須山　陽太 長野誠心館道場

6315 川原　愛叶 県武道場

6316 清水　楽 湖西おそんが柔道クラブ

6317 川崎　心 孝心館

6318 平下　歩夢 美濃柔道

6319 佐伯　星胡 港柔道教室

6320 古川　慎 神栖柔神会

6321 綾部　汰一 寒川柔友会

6322 篠原　一護 柔仁会

6323 宮城　琥我朗 羽田野道場

6324 松下　哲樟 寒川柔友会

6325 齋藤　孝仁 済美館

6326 城所　律 羽田野道場

6327 綱島　蘭乃介 清廉館

6328 北村　透真 浅井柔道スポーツ少年団

6329 長谷川　虎十之介 港柔道教室

6330 稲沢　虎哲 伊賀柔道教室

6331 前川　直毅 王子SC柔道教室

6332 諸井　将三 一道館 

6333 金　相輝 天理柔道クラブ

6334 川瀬　幸來 湖西おそんが柔道クラブ

6335 若山　善生 大治柔道育英会

6336 田中　成志朗 羽田野道場

6337 大井戸　哲太 各務原市柔道少年団

6338 兵庫　歩 輪島柔道教室

6339 鈴木　琥珀 浜北柔道スポーツ少年団

6340 原山　快音 長野市中央柔道教室

6341 小池　琥太朗 八幡市柔道教室

6342 前野　泰聖 上溝柔道教室

6343 木村　祐太 和道場

6344 並木　海璃 五十嵐道場

6345 野呂　拓生 飯高少年柔道宮前クラブ

6346 入山　暁 羽島柔道少年団

6347 彦坂　虎瑠 県武道場

６年生男子無差別


