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鈴木　千晴 すずき　ちはる 刈柔 小3

３位 鈴木　千晴
柴田　彩心 しばた　あみ 柴田 小3

優勝 柴田　彩心

２位 松本　怜
南　咲翔 みなみ　さと 柴田 小3

３位 南　咲翔

吉田　隼 よしだ　しゅん 柴田 小1

松本　怜 まつもと　れい 刈柔 小4

３位 吉田　隼
渡邊　友清 わたなべ　ゆうせい 柴田 小1

優勝 渡邊　友清

２位 藤井　奏羽
藤井　奏羽 ふじい　そう 柴田 小1

３位 浅利　優

北川　楓 きたがわ　かえで 柴田 小２

浅利　優 あさり　ゆう 刈柔 小２

３位 北川　楓
濱崎　汐愛 はまさき　せな 柴田 小２

２位 濱崎　汐愛
有馬　陽菜乃 ありま　ひなの 柴田 小２

３位 有馬　陽菜乃

吉田　莉緒

中根　寅壱 なかね　とらいち ○ ○

酒井　椛 さかい　かえで △ △

平岩 中根 酒井

平岩　恭佳 ひらいわ　きょうか △ ○

吉田　莉緒 よしだ　りお 柴田 小２
優勝



＜小学生３・４年(男子)＞

＜小学生５・６年(女子)＞

＜小学生５・６年(男子)＞

米元　大莉 よねもと　たいり 柴田 小5

 服部　吉帝 はっとり　よしただ 柴田 小６

 西尾　豪純 にしお　たけすみ 柴田 小６

北　瑠葵亜 きた　るきあ 雁音 小5

３位 北　瑠葵亜
田中　智規 たなか　とものり 柴田 小5

村川　陽虎 むらかわ　あきとら 柴田 小６

３位 村川　陽虎

優勝 鈴木　康介

２位 米元　大莉

竹内　咲絢 たけうち　さあや 柴田 小5

鈴木　康介 すずき　こうすけ 刈柔 小６

佐々木　愛純 ささき　あず 刈柔 小5

南　幸羽 みなみ　こう 柴田 小６

北川　真帆 きたがわ　まほ 柴田 小5

浅利　優璃愛

３位 竹内　咲絢
浅利　優璃愛 あさり　ゆりあ 刈柔 小5

２位 南　幸羽
水野　帆莉 みずの　かいり 柴田 小６

３位

柴田　結愛 しばた　ゆあ 柴田 小６

優勝 柴田　結愛

中山　悠伸 なかやま　ゆうしん 柴田 小3

川口　源太郎 かわぐち　げんたろう 刈柔 小4

遊上　銀士朗 ゆかみ　ぎんじろう 柴田 小3

３位 川口　源太郎
若松　晴太 わかまつ　はるた 柴田 小3

岡田　宗司郎 おかだ　そうじろう 柴田 小3

３位 佐々木　勇人

優勝 若松　晴太

２位 遊上　銀士朗

佐々木　勇人 ささき　はやと 柴田 小4



＜中学生(女子)＞

柴田 中2

柴田 中2 優勝

柴田 中1 ２位
３位

＜中学生(男子)＞

＜高校生(男子)＞

前　喜太 まえ　はると 知東 高1

３位 西尾　和樹西尾　和樹 にしお　かずき 刈工 高3

優勝 前　喜太

２位 早川　耕太早川　耕太 はやかわ　こうた 刈柔 高2

３位 大島　史也

森山　一悟 もりやま　いちご 雁音 中2

大島　史也 おおしま　ふみや 刈工 高3

竹内　琉晟 たけうちりゅうせい 柴田 中1

早川　倖成 はやかわ　ゆきなり 刈柔 中2

柴田　孔太郎 しばた　こうたろう 雁音 中1

３位 佐々野　大翔
佐々木　愛輝 ささき　あいき 刈柔 中1

３位 森山　一悟

優勝 藏本　凛太郎
佐々野　大翔 ささの　はるき 雁音 中2

２位 早川　倖成

藏本　凛太郎 くらもとりんたろう 柴田 中3

柴田　美憂 しばた　みゆ △

○技あり角谷　凛音 すみや　りお ○判定 △

角谷七迫　幸愛 ななさこ　ゆな ○

△

七迫 柴田



＜一般(男子)＞

高口海斗 こうぐち　かいと ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ

柿市　寛太 かきいち　かんた 豊田織機

大久保　風文己 おおくぼ　かづき 豊田織機

諸岡　大志 もろおか　たいし 豊田織機

田中大 たなか　だい ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ

田中健也 たなか　けんや ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ

陣内　星河 じんのうち　せいが 豊田織機

池田　公太郎 いけだ　こうたろう 豊田織機

中村　優斗 なかむら　ゆうと 豊田織機

谷　竜生 たに　りゅうせい 豊田織機

三宅翔大 みやけ　しょうだい ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ

亀崎謙太 かめざき　けんた ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ

３位 陣内　星河

３位 田中　大

優勝 竹腰　隆二

２位 田中健也

竹腰　隆二 たけごし　りゅうじ 豊田織機


