
令和元年１２月　1日（日）
午前９時３０分～

一色町体育館柔道場

最優秀選手賞（ライオンズ杯）

浅井　結菜 あさい　ゆな 一色教室

１年生以下の部 優　勝 宮下　魁浬 みやした　かいり 一色教室

準優勝 鈴木　勇晴 すずき　ゆうせい 一色教室

３　位 鈴木　大晴 すずき　たいせい 吉良教室

３　位 鈴木　陽向 すずき　ひなた 一色教室

２年生の部 優　勝 田村　仁睦 たむら　にちか 幡豆教室

準優勝 古川　咲希子 ふるかわ　さきこ 一色教室

３　位 杉浦　玄 すぎうら　げん 吉良教室

３　位 星野　諒 ほしの　りょう 吉良教室

３年生の部 優　勝 都築　蒼空 つづき　そうすけ 一色教室

準優勝 斉藤　さくら さいとう　さくら 一色教室

３　位 神谷　涼香 かみや　すずか 一色教室

３　位 堀　航輔 ほり　こうすけ 幡豆教室

４年生の部 優　勝 稲垣　凪沙 いながき　なぎさ 一色教室

準優勝 田村　一晋 たむら　いっしん 幡豆教室

３　位 瀧澤　莉愛 たきさわ　れいな 一色教室

３　位 金森　蒼斗 かなもり　あおと 吉良教室

５年生の部 優　勝 牧野　智樹 まきの　ともき 幡豆教室

準優勝 西元　裕宗 にしもと　ひろむね 幡豆教室

３　位 牧　康介 まき　こうすけ 一色教室

３　位 古川　孝助 ふるかわ　こうすけ 一色教室

６年生の部 優　勝 浅井　結菜 あさい　ゆな 一色教室

準優勝 斎藤　泉月 さいとう　みづき 吉良教室

３　位 村松　花音 むらまつ　かのん 一色教室

３　位 鳥山　旺佑 とりやま　おうすけ 吉良教室

敢闘賞 幡豆教室
鈴木　凰太 すずき　こうた 幡豆教室

鈴木　大洋 すずき　たいよう 吉良教室

神谷　柊太 かみや　しゅうた 一色教室

第３３回一色・吉良ライオンズ杯少年柔道大会

成績表
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斎藤　泉月 吉良 9

4 尾崎　明日香 吉良 下城　華保 吉良 8

3 村松花音 一色 神谷柊太 一色 7

2 横田　萌 吉良 鳥山　旺佑 吉良 6

45

1 浅井結菜 一色 斉藤　直太郎 吉良 5

4 中村　こころ 吉良 西元　裕宗 幡豆 8

3 牧　康介 一色 鈴木　大惺 吉良 7

2 藤井美嘉 一色 杉浦　凜 吉良 6

1 牧野　智樹 幡豆 古川孝助 一色 5

5 瀧澤莉愛 一色 金森　蒼斗 吉良 10

4 石川陽菜 一色 中川諒哉 一色 9

3 小島　縁 一色 瀧澤虎之助 一色 8

2 神谷詩奏 一色 鈴木　凰太 幡豆 7

1 田村　一晋 幡豆 稲垣凪沙 一色 6

1 都築蒼空 一色 斉藤さくら 一色 4

3 神谷涼香 一色 堀　航輔 幡豆 6

2 池田大成 一色 ※倉内凛人 一色 529

5 渡辺笑佳 一色 10

4 星野　諒 吉良 中川博翔 一色 9

杉浦　玄 吉良

3 鈴木　大洋 吉良 ※水野春樹 一色 8

2 石川結菜 一色 田村　仁睦 幡豆 7

1 古川咲希子 一色 山﨑彩花 一色 6

4 小島　禮 一色 鈴木陽向 一色 8

1 宮下魁浬 一色 杉﨑　光 一色 5

3 鈴木　大晴 吉良 金森　澪斗 吉良 7

2 吉田悠真 一色 鈴木勇晴 一色 6


