
大 会 名 ：令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部
主　　　催 ：豊田市柔道会
共　　　催 ：豊田市、（公財）豊田市体育協会、豊田市教育委員会
日　　　時 ：令和元年　５月　１１日（土）
会　　　場 ：豊田市武道館柔道場 

巴ケ丘 小学校 寺部 小学校 古瀬間 小学校

前山 小学校 堤 小学校 畝部 小学校

小清水 小学校 小清水 小学校 古瀬間 小学校

駒場 小学校 畝部 小学校 堤 小学校

四郷 小学校 山之手 小学校 東保見 小学校

☆中学生の部

高岡 中学校 藤岡 中学校 藤岡 中学校

末野原 中学校 逢妻 中学校 猿投台 中学校

逢妻 中学校 高岡 中学校 逢妻 中学校

豊田市柔道会　　宇野　隼未

（学校名）

（学校名）

　男子２・３年の部
いのうえ　りゅうた みうら　かずま いのうえ　はやた

井上　竜汰 三浦　一真 井上　隼汰

永野　華稀 永野　優稀
（学校名）

　男子１年の部
たわら　てっしゅう ふくさか　おうが すずき　かいせい

俵　鉄宗 福坂　桜可 鈴木　介晴

（学校名）

優　　　勝 準 優 勝 ３　　　位

　女子の部
かみじょう　めぐみ ながの　はずき ながの　ゆずき

上條　恵美

（学校名）

　５・６年男子の部
くらち　いっこく やざき　きょうま よしだ　ひろと

倉地　壱国 矢崎　杏真 吉田　優都

（学校名）

　５・６年女子の部
かわの　あやか いしぐろ　ももか すぎもと　このみ

川野　文華 石黒　百香 杉本　このみ

（学校名）

　３・４年男子の部
いさやま　こはく すぎうら　りゅうた おおつか　あきとし

諫山　琥白 杉浦　隆太 大塚　成憲

（学校名）

　２・３・４年女子の部
おくだ　りお まえだ　さき すずき　ゆめ

奥田　梨央 前田　彩妃 鈴木　夢

　１・２年の部
いながき　こうき ますこ　れんすけ おおつか　ゆきとし

稲垣　幸希 増子　憐介 大塚　元憲

大　会　成　績　報　告　書

☆小学生の部
優　　　勝 準 優 勝 ３　　　位



令和元年度 豊田市民総合体育大会柔道競技
少年の部 兼 柔道教室入校式

日時：

会場：

主催：

共催：

令和元年5月11日（土） 午後 6:00～

豊田市武道館柔道場

豊田市柔道会

豊田市、(公財)豊田市体育協会、豊田市教育委員会



１． 顧　  問：

２． 大会会長： 岩月　英児

３． 大会副会長： 柴田　一美 加藤　勇雄

４． 競技委員長： 中川　孝幸

６． 審 判 長： 山本　和俊

７． 救　　護： 顧問接骨師会 大塚　隆盛　先生

８． 総　　務： 石黒　貴彦

・受付： 各教室　父母の会

・組合せ、記録、印刷：石黒　貴彦 宇野　隼未

・司会進行： 梅村　みどり

・賞状、賞品： 杉本　幸裕 倉地　孝年

９． 委　　員： 豊田市柔道会指導員

10． 審　　判： 参加団体指導員 中京大学　学生

1． 開会のことば

2． 会長あいさつ

3． 来賓祝辞

4． 試合上の注意 審判長　山本　和俊　先生

5． 選手宣誓（豊田教室）

6． 準備体操/新入生移動

1． 予選（三位決定戦まで実施）

2． 決勝戦（正式会場にて行う）

3. 型披露

受　　大塚　壮憲 取　倉地　壱国

受　　大塚　成憲 取　矢崎　杏真

1． 成績発表および表彰

2． 大会副会長　講評

3． 閉会のことば

閉会式

大会役員

式次第

開会式

試　合

松井　正衛　　　　大塚　義夫 　　  今井　茂



１．主　　　催 豊田市柔道会

２．共　　　催 豊田市、豊田市教育委員会、（公財）豊田市体育協会

３．日　　　時 平成３０年５月１２日（土）　午後６時開会 受付： PM５：００　～

（注意：ＰＭ５：００までは絶対に道場に入らないこと）

４．場　　　所 豊田市武道館柔道場 

５．参加資格 ・豊田市在住・在勤の世帯の小・中学生、豊田市内の柔道団体、学校部活に所属する小・中学生。

・かつ、所属団体の責任者（柔道教室責任者、顧問または学校長）が安全に試合ができると認めた者

・かつ豊田市柔道会の生徒は、黄色帯（8級）以上とする。

・かつ、各教室にて保険に加入している者。

６．競技規則 

②試合時間は、準決勝、３位決定戦までは２分 、決勝は３分とする。

③決勝までは３審制とする。

７．選手構成 個人戦 （決勝までは学年別にブロックを分ける。参加人数により変更する場合が有る。）

小学生以下： １・２年の部（男女混合）、３・４年男子の部、３・４年女子の部、

５・６年男子の部、５・６年女子の部

中学生： １年男子の部(無差別)、２・３年男子の部(無差別)、

１・２・３年女子の部(無差別)

８．競技方法 トーナメント方式 （３位は決定戦により決する）

但し、人数が５人に満たないブロック（学年）リーグ戦とする。

各部において参加人数が５人に満たない場合は、ブロックの統合または他の部に併合する場合が有る。

９．表　　　彰 ３位まで賞状・賞品を授与

10．申込期限 各教室・道場でまとめて４月２５日（水）までに宇野宛に電子データにて送付下さい。

１1．参加費 1人　５００円 （各教室への申し込みと同時に納付）

12．その他 事故、怪我等に対しては応急処置はするが、その後の対応については

各自加入の保険により対応するものとする。

①国際柔道連盟試合審判規定ならびに少年大会申し合わせ事項および「本大会申し合わせ事項」に則る

平成２９年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会要項



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

菅野　琉生 上和田　陽汰 増子　憐介 橋本　季和 総試合数 6

かんの　るい かみわだ　ひなた ますこ　れんすけ はしもと　きわ

(豊田教室) (豊田教室) (豊田教室) (上郷教室) 勝　敗 順　位

1 菅野　琉生 (豊田教室) ○ △ ○ 2-1 3

2 上和田　陽汰 (豊田教室) △ ○ ○ 2-1 2

3 増子　憐介 (豊田教室) ○ △ ○ 2-1 1

4 橋本　季和 (上郷教室) △ △ △ 0-3 4

勝敗が同等のため、優勝決定戦

菅野　琉生 (豊田教室) △ △ 0－2 3

上和田　陽汰 (豊田教室) ○ △ 1-1 2

増子　憐介 (豊田教室) ○ ○ 2-0 1

小学1・2年の部
小学1年生



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

令和元年5月11日

豊田市武道館柔道場 

小学1・2年の部

2-1

1-1
3-1

2-2
4-1

2-3

3-2

2-4

紅　小学1年生　第2位

白　小学2年生　第2位

ｂｙｅ

9 稲垣　幸希 いながき　こうき 豊田教室

7 菅原　快理 すがわら　かいり 上郷教室

8

5 鈴木　聖絆 すずき　せな 豊田教室

6 山﨑　遼駕 やまさき　りょうが TOYOTA柔道クラブ

豊田教室

小学2年の部

福田　璃恩 ふくだ　りおん 上郷教室4

1 大塚　元憲 おおつか　ゆきとし

3 ｂｙｅ

2 小林　弦矢 こばやし　げんや 上郷教室

大塚　元憲 おおつか　ゆきとし 豊田教室

小学1・2年の部　三位決定戦

上和田　陽汰 かみわだ　ひなた 豊田教室



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

令和元年5月11日

豊田市武道館柔道場 

小学3・4年男子の部

2-1

1-1
3-1

2-2
4-1

2-3

3-2

2-4

2-1

1-1
3-1

2-2

4-1

2-3

3-2

1-2

2-4

紅　小学3年生　第2位

白　小学4年生　第2位

7 杉浦　隆太 すぎうら　りゅうた 豊田教室

8 上和田　陽斗 かみわだ　はると 豊田教室

小学3年男子の部

上郷教室

6 ｂｙｅ

1 矢崎　楓真 やざき　ふうま 豊田教室

はしもと　しょうわ

9 川崎　鳳仁 かわさき　ふうと

ｂｙｅ

4 沖　勇琉 おき　たける TOYOTA柔道クラブ

TOYOTA柔道クラブ

2  近藤　渉巧優  こんどう　わくう  豊田教室

小学4年男子の部

3

5 橋本　昌和

1 諫山　琥白 いさやま　こはく TOYOTA柔道クラブ

2 ｂｙｅ

3 増子　健介 ますこ　けんすけ 豊田教室

4 領家　広将 りょうけ　ひろまさ 上郷教室

5 岡本　悠蘭 おかもと　ゆらん TOYOTA柔道クラブ

6 宇野　遥人 うの　はると 上郷教室

7 宮本　稜大 みやもと　りょうた TOYOTA柔道クラブ

8 大塚　成憲 おおつか　あきとし 豊田教室

9 ｂｙｅ

10 土屋　樹 つちや　みき 上郷教室

小学3・4年の部　三位決定戦

矢崎　楓真 やざき　ふうま 豊田教室

大塚　成憲 おおつか　あきとし 豊田教室



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

領家　百香 宇野　結月 鈴木　夢 奥田　梨央 前田　彩妃 総試合数 10

りょうけ　ももか うの　ゆづき すずき　ゆめ おくだ　りお まえだ　さき

(上郷教室) (上郷教室) (上郷教室) (豊田教室) (上郷教室) 勝　敗 順　位

1 領家　百香 (上郷教室) △ △ △ △ 0-4 5

2 宇野　結月 (上郷教室) ○ △ △ △ 1-3 4

3 鈴木　夢 (上郷教室) ○ ○ △ △ 2-2 3

4 奥田　梨央 (豊田教室) ○ ○ ○ ○ 4-0 1

5 前田　彩妃 (上郷教室) ○ ○ ○ △ 3-1 2

小学2・3・4年　女子の部



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

令和元年5月11日

豊田市武道館柔道場 

小学5・6年男子の部

2-1

1-1
3-1

2-2
4-1

2-3

3-2

2-4

紅　小学5年生　第2位

白　小学6年生　第2位

8 矢崎　杏真 やざき　きょうま 豊田教室

小学5年男子の部

7 齋藤　路人 さいとう　みちと

5 山下　蒼翔 やました　あおと

4 杉浦　巧規 すぎうら　こうき

TOYOTA柔道クラブ

6 ｂｙｅ

9 川崎　豪仁 かわさき　たけと TOYOTA柔道クラブ

TOYOTA柔道クラブ

豊田教室

ｂｙｅ

3  河合　栞助  かわい　かんすけ  足助教室

1 谷口　遥哉 たにぐち　はるや 上郷教室

2

小学5・6年の部　三位決定戦

山下　蒼翔 やました　あおと TOYOTA柔道クラブ

吉田　優都 よしだ　ひろと TOYOTA柔道クラブ

本 部 席

観

客

席

事
務
局



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

稲垣　凛華 鈴木　ゆら 古澤　友里 俵　成美 川野　文華 総試合数 10

いながき　りんか すずき　ゆら ふるさわ　ゆり たわら　なるみ かわの　あやか

(豊田教室) (豊田教室) (豊田教室) (上郷教室) (TOYOTA柔道クラブ) 勝　敗 順　位

1 稲垣　凛華 (豊田教室) △ ○ ○ △ 2-2 3

2 鈴木　ゆら (豊田教室) ○ ○ ○ △ 3－1 2

3 古澤　友里 (豊田教室) △ △ ○ △ 1－3 4

4 俵　成美 (上郷教室) △ △ △ △ 0－4 5

5 川野　文華 (TOYOTA柔道クラブ) ○ ○ ○ ○ 4－0 1

杉本　このみ 石黒　百香 総試合数 1

すぎもと　このみ いしぐろ　ももか

(豊田教室) (上郷教室) 勝　敗 順　位

1 杉本　このみ (豊田教室) △ 0－1 2

2 石黒　百香 (上郷教室) ○ 1－0 1

紅　小学5年生　第2位

白　小学6年生　第2位

決勝戦
紅　小学5年生　第1位

白　小学6年生　第1位

杉本　このみ すぎもと　このみ (豊田教室)

小学5・6年　女子の部
小学5年生

小学5・6年　女子の部
小学6年生

小学5・6年女子の部　三位決定戦

鈴木　ゆら すずき　ゆら (豊田教室)

川野　文華 かわの　あやか (TOYOTA柔道クラブ)

石黒　百香 いしぐろ　ももか (上郷教室)



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

令和元年5月11日

豊田市武道館柔道場 

小学5・6年男子の部

2-1

1-1
3-1

2-2
4-1

2-3

3-2

2-4

5-1

2-5

1-2
3-3

2-6

4-2

2-7

3-4

1-3

2-8
ｂｙｅ

小学6年男子の部

17 金子　和一 かねこ　わいち

15 前田　飛翔 まえだ　たかと

14 奥田　恵史 おくだ　けいし

16 菅野　莉生 かんの　りき 豊田教室

19 吉田　優都 よしだ　ひろと TOYOTA柔道クラブ

豊田教室

18

豊田教室

13 水田　璃桜 みずた　りお 上郷教室

上郷教室

11 ｂｙｅ

12 岡本　珠渚 おかもと　しゅな TOYOTA柔道クラブ

9 諫山　獅恩 いさやま　しおん TOYOTA柔道クラブ

10 土屋　蓮 つちや　れん 上郷教室

7 宮川　叶希 みやがわ　とき TOYOTA柔道クラブ

8 成瀬　斗満 なるせ　とうま 上郷教室

5 松下　晴希 まつした　はるき 上郷教室

6 大塚　壮憲 おおつか　たけとし 豊田教室

3 山﨑　響志朗 やまさき　きょうしろう TOYOTA柔道クラブ

4 鈴木　蒼生 すずき　あおい 豊田教室

1 橋本　侑和 はしもと　ゆうわ 上郷教室

2 倉地　壱国 くらち　いっこく 豊田教室



令和年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

令和元年5月11日

豊田市武道館柔道場 

中学1年男子（無差別）部

2-1

1-1

3-1

1-2

2-2

4-1

2-3

1-3

3-2

1-4

2-4

紅　

白　

井口　修乙 いぐち　しゅうと 豊田教室

中学1年男子の部　三位決定戦

鈴木　介晴 すずき　かいせい 豊田教室

11 宮本　侑汰 みやもと　ゆうた TOYOTA柔道クラブ

12 俵　鉄宗 たわら　てっしゅう 高岡ジュニア

9 山﨑　劉輝 やまさき　りゅうき TOYOTA柔道クラブ

10 矢崎　想真 やざき　そうま 豊田教室

7 井口　修乙 いぐち　しゅうと 豊田教室

8 ｂｙｅ

5 ｂｙｅ

6 鈴木　介晴 すずき　かいせい 豊田教室

3  戸澤　晴幾  とざわ　はるき  高岡ジュニア

4 加見　玲悟 かみ　れいご TOYOTA柔道クラブ

1 川崎　嘉仁 かわさき　よしと TOYOTA柔道クラブ

2 福坂　桜可 ふくさか　おうが TOYOTA柔道クラブ



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

令和元年5月11日

豊田市武道館柔道場 

中学2・3年男子（無差別）部

2-1

1-1
3-1

2-2
4-1

2-3

3-2

2-4

紅　中学2年生　第2位

白　中学3年生　第2位

すぎうら　えいてつ 豊田教室

9 梅村　好太 うめむら　こうた TOYOTA柔道クラブ

7 ｂｙｅ

8 杉浦　英哲

5 真田　範斗 さなだ　はんと TOYOTA柔道クラブ

6 三浦　一真 みうら　かずま 高岡ジュニア

3 ｂｙｅ

4 鈴木　琉斗 すずき　りゅうと 豊田教室

1 岩原　佑樹 いわはら　ゆうき 高岡ジュニア

2  宮川　朔来  みやがわ　さく  TOYOTA柔道クラブ

中学2・3年の部　三位決定戦

真田　範斗 さなだ　はんと TOYOTA柔道クラブ

井上　隼汰 いのうえ　はやた 豊田教室



令和元年度豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部大会

1 2 3

井上　隼汰 井上　竜汰 石川　碧 総試合数 3

いのうえ　はやた いのうえ　りゅうた いしかわ　あおい

(豊田教室) (豊田教室) (高岡ジュニア) 勝　敗 順　位

1 井上　隼汰 (豊田教室) △ ○ １-１ 2

2 井上　竜汰 (豊田教室) ○ ○ 2－0 1

3 石川　碧 (高岡ジュニア) △ △ 0－2 3
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令和元年5月11日

豊田市武道館柔道場 

中学女子（無差別）部

2-1

1-1

3-1

1-2

2-2

4-1

2-3

1-3

3-2

1-4

2-4

紅　

白　

11 永野　華稀 ながの　はずき TOYOTA柔道クラブ

12 内藤　伶南 ないとう　れな 高岡ジュニア

9 稲垣　杷乃華 いながき　はのか 豊田教室

10 鈴木　琴子 すずき　ことこ 高岡ジュニア

7 畑井　樹里 はたい　じゅり 高岡ジュニア

8 ｂｙｅ

5 ｂｙｅ

6 三浦　優美 みうら　ゆうみ 高岡ジュニア

3  町田　安里花  まちだ　ありか  高岡ジュニア

4 上條　恵美 かみじょう　めぐみ 高岡ジュニア

1 長屋　心優 ながや　みゆう 高岡ジュニア

2 永野　優稀 ながの　ゆずき TOYOTA柔道クラブ

中学女子の部　三位決定戦

永野　優稀 ながの　ゆずき TOYOTA柔道クラブ

稲垣　杷乃華 いながき　はのか 豊田教室


