
愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

１年生男子の部

２年生男子の部

5 鈴木　大介 羽田野道場 塚原　力翔 孝心館 10

渡邉　友清 柴田道場 11

3 榊原　信 半田少年 剛迫　優翔 六郷道場 8

4 藤井　奏羽 柴田道場 眞鍋　来嘉 米田道場 9

1 富田　晴登 春日柔道ク 岸本　圭時 大岩道場 6

2 剛迫　彩翔 六郷道場 ｂｙｅ 7

小牧柔道会 18

2 大和　亮介 孝心館 ｂｙｅ 19

1 藤野 桜介 羽田野道場 水谷　公亮

半田少年 20

4 高須 大志 半田少年 田口 慶一 知立輝柔会 21

3 神谷武心士 米田道場 野村 梁巴

扶桑柔道会 22

6 柳田 悠斗 東海少年 神東　丈 瀬戸陶原 23

5 浅野　光 扶桑柔道会 山川　大知

羽田野道場 24

8 武内　愛斗 小牧柔道会 福永 匡悟 一久柔道ク 25

7 山中　蒼斗 東郷柔志館 兵藤 旭

六郷道場 26

10 池増　純白 六郷道場 中野 清虎 半田少年 27

9 河合 哲平 羽田野道場 福島　竣翔

扶桑柔道会 28

12 小宅 琉聖 大府柔道会 河邊 岳登 羽田野道場 29

11 内藤　文嵩 稲沢柔道会 野呂　涼太

北名古屋 30

14 小口　昴大 北名古屋 澤田　晴丸 稲沢柔道会 31

13 高木　勇颯 扶桑柔道会 竹内盛一郎

羽田野道場 32

16 加藤　晴大 扶桑柔道会 丸山 蓮人 東海少年 33

15 味岡 武蔵 羽田野道場 大須賀愛虎

岡崎市柔道 34

渡邊 拳紳 山北道場 35

17 畔 柳朗 岡崎市柔道 戸松 戒斗



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

３年生男子の部

扶桑柔道会

大岩道場 25

2 二村　順平 六郷道場 石井　結大 岡崎市柔道 26

1 堀　満天 杉山道場 岸本　銀時

稲沢柔道会 27

4 木本　悠翔 大府柔道会 関谷　剛健 田代道場 28

3 伊藤　杜和 大治柔道 奥野　陸斗

瀬戸柔道会 29

6 古池　稟空 河合　桐至 羽田野道場 30

5 ｂｙｅ 小林エルディ

扶桑柔道会 31

8 鈴鹿　嵐己 瀬戸陶原 見田　輝 六郷道場 32

7 大岩　我空 大岩道場 鈴木　琉牙

大治柔道 33

10 市川慎之助 あおい柔道 磯部　康成 瀬戸陶原 34

9 今井　想 県武道場 森　響佑

竹内道場 35

12 城　昂汰 岡崎市柔道 遊上銀士朗 柴田道場 36

11 加藤　太一 瀬戸柔道会 佐久間諒芽

県武道場 37

14 久野　蒼偉 知立輝柔会 中村　廉 半田少年 38

13 大橋虎之助 河原道場 今井　優

一久柔道ク 39

16 小崎　結心 大治柔道 岡田宗司郎 柴田道場 40

15 日比野元希 津島柔道会 菊岡　壱星

孝心館 41

18 長窪　清太 扶桑柔道会 竹澤　慶 あおい柔道 42

17 木村　英心 東海少年 中島　海惺

大石道場 43

20 大橋　颯馬 北名古屋 髙井　蓮 大治柔道 44

19 朝比奈　煌 羽田野道場 竹内　栄翔

幸田町柔道 45

22 鶴羽　大悟 田代道場 田中　悠翔 扶桑柔道会 46

21 鐘　翔輝 半田少年 鍋嶋　海綺

安城柔道ク 47

24 若松　晴太 柴田道場 熊谷　桂治 六郷道場 48

23 岡村　結人 一久柔道ク 加藤　雄大



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

４年生男子の部

扶桑柔道会 34

2 佐藤　力 六郷道場 剛迫　滉真 六郷道場 35

1 竹内　悠貴 大石道場 松本　武竜

大治柔道 36

4 宮﨑　波瑠 安城柔道ク 太田　龍誠 大石道場 37

3 出口　大耀 山北道場 宮本　夢志

東郷柔志館 38

6 竹内　秀人 大森柔道ク 小野　蒼一 東海少年 39

5 磯部　健成 瀬戸陶原 杉園虎多朗

半田少年 40

8 成田　唯一 東海少年 佐々木勇人 柴田道場 41

7 山田　尋登 津島柔道会 花田　義治

孝心館 42

10 三田　暖留 杉山道場 神谷　考栄 杉山道場 43

9 上田　晴陽 大治柔道 湯沢　結斗

あおい柔道 44

12 宮田　優希 県武道場 内田　幸我 大岩道場 45

11 森田　桜生 半田少年 甲地　連輔

六郷道場 46

14 羽根　一邦 稲沢柔道会 江島　大湖 津島柔道会 47

13 鈴木　謙伸 扶桑柔道会 木村　剛琉

知立輝柔会 48

16 川崎　杏 孝心館 宮下　司 北名古屋 49

15 加藤　虹 豊田教室 古田　創也

羽田野道場 50

18 小網　俐駈 瀬戸柔道会 梅田　凰成 瀬戸柔道会 51

17 茶谷　真司 大岩道場 田中　祐成

東海少年 52

20 末永　結毅 東海少年 阪部賢六郎 岡崎市柔道 53

19 加藤　陽 米田道場 忠内　詠亮

半田少年 54

22 上和田陽汰 豊田教室 船橋　善大 小牧柔道会 55

21 杉本　裕樹 岡崎市柔道 榊原　文也

六郷道場 56

24 浅野　志哉 扶桑柔道会 福山　瑛浩 扶桑柔道会 57

23 萱原　悠登 津島柔道会 池増　琥珀

大府柔道会 58

26 堀　裕登 大石道場 菅野　琉生 豊田教室 59

25 村松　葵羽 半田少年 竹内　勇雅

米田道場 60

28 青木宏太朗 半田少年 岩澤　斗成 山北道場 61

27 西井　奏 孝心館 神野　芭瑠

孝心館 62

30 伊東　遥嘉 知多市柔道 工藤貫太郎 大石道場 63

29 神戸　丈 六郷道場 塚原　羚生

稲沢柔道会 6633 太田　岳希 安城柔道ク 内藤　駿

安城柔道ク 64

32 星野　斗希 東郷柔志館 ｂｙｅ 65

31 田家　弦 山北道場 松島　昇也



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

５年生男子４５kg級の部

半田少年 28

2 鈴木　天満 羽田野道場 近藤　忠弘 扶桑柔道会 29

1 田中　瑛大 岡崎市柔道 藪本　慶多

岡崎市柔道 30

4 小泉　優駿 東海少年 杉山洋太郎 蒲郡柔道 31

3 五十嵐大我 尾西柔道会 石井　想大

愛西柔道会 32

6 中田　謙人 扶桑柔道会 渡辺　幸芽 小牧柔道会 33

5 大掛　凌 山北道場 加藤　速水

幸田町柔道 34

8 中野　春清 半田少年 大塚　元憲 豊田教室 35

7 秋田　崇匡 米田道場 小山　颯太

ｂｙｅ 36

10 富田　大雅 春日柔道ク 山川　蒼太 扶桑柔道会 37

9 黒柳　快登 幸田町柔道

大府柔道会 38

12 水野　太誠 北名古屋 今井　敦輝 県武道場 39

11 兼子　巧海 蒲郡柔道 大槻迦夢偉

田代道場 40

14 工藤　洋平 半田少年 安田　和馬 尾西柔道会 41

13 松原　咲人 瀬戸柔道会 マーセッチ純人

東海少年 42

16 松尾　一樹 瀬戸柔道会 髙濱　良有 大治柔道 43

15 柴田　雷輝 知立輝柔会 忠内咲太朗

岡崎市柔道 44

18 中野　陽太 扶桑柔道会 中島　璃空 尾西柔道会 45

17 小林　咲斗 竹内道場 白井　啓太

羽田野道場 46

20 前田　藍杜 大森柔道ク 大橋　隼翔 北名古屋 47

19 奥野　大地 稲沢柔道会 原田　創矢

孝心館 48

22 髙井　煌 大治柔道 柴田　脩 幸田町柔道 49

21 大西　遥志 東海少年 大脇　泰芽

米田道場 50

24 小笠原　新 岡崎市柔道 小倉　青依 扶桑柔道会 51

23 土屋　遥磨 東郷柔志館 眞鍋　多喜

あおい柔道 5427 二村　淳史 六郷道場 木村　海斗

瀬戸柔道会 52

26 星野　斗亜 幸田町柔道 茶谷　建匠 大岩道場 53

25 高木琉歩翔 尾西柔道会 梶田　陽生



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

６年生男子４５kg級の部

大治柔道 23

2 野坂　維吹 瀬戸柔道会 久野　大翔 知立輝柔会 24

1 下和田大輝 六郷道場 伊藤　琉成

大森柔道ク 25

4 今泉　昇麻 羽田野道場 鈴木　寛弥 扶桑柔道会 26

3 川崎　敦仁 大森柔道ク 奥村徳之進

大府柔道会 27

6 鍵田　蓮太 大石道場 竹内　莉央 知多市柔道 28

5 平島宗一郎 知多市柔道 伊東　成修

柴田道場 29

8 鬼頭　銀河 大治柔道 保垣　晴虹 春日柔道ク 30

7 鈴木　惺也 幸田町柔道 村川　陽虎

羽田野道場 31

10 中島　琉貴 米田道場 中塚　涼介 六郷道場 32

9 礒野　圭馬 小牧柔道会 ミルクファピオオワダ

東郷柔志館 33

12 浅田　俊輔 羽田野道場 石丸　彪雅 大森柔道ク 34

11 朝比奈　龍 羽田野道場 鈴木　崇悟

刈谷市柔道 35

14 ｂｙｅ 加藤　守陽 愛西柔道会 36

13 服部　吉帝 柴田道場 鈴木　康介

東海少年 37

16 ｂｙｅ 山本　莉生 羽田野道場 38

15 大内　暁 扶桑柔道会 木村　悠心

東郷柔志館 39

18 島方　悠旭 河原道場 甲地　涼平 あおい柔道 40

17 木村　大志 瀬戸陶原 髙田　莞司

岡崎市柔道 41

20 丸山　慶斗 東海少年 松本　匠平 半田少年 42

19 梁田　粋 大森柔道ク 岩月　颯真

小牧柔道会 43

22 高橋　遼 岡崎市柔道 神野　倖汰 米田道場 44

21 西堀　哲平 東郷柔志館 岡田　柃大



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

５年生男子４５kg超級の部

６年生男子６５kg級の部

６年生男子６５kg超級の部

7 鈴木　太洋 六郷道場 吉田　空雅 大石道場 14

5 佐藤　輝 津島柔道会 關　龍太郎 半田少年 12

6 床並　行 半田少年 梶野　志琉　 大森柔道ク 13

粕谷　莉央 孝心館 10

4 井手　煌 大石道場 榎本　雄琉 東海少年 11

9

5 10

1 東　睦人 大治柔道 太田　匠政 岡崎市柔道 8

2 林　祐之介 岡崎市柔道 ｂｙｅ 9

3 大岩蒼之輔 半田少年

6

2 7

3 8

1

4

県武道場

田中成志朗　 羽田野道場

髙田　龍生 東海少年

若山　善生 大治柔道

ｂｙｅ

川原　愛叶川満　冠汰 県武道場

森岡　優輝 東郷柔志館

川津　琉栞 県武道場

宮城琥我朗 羽田野道場

上和田陽斗 豊田教室

大岩道場 14

2 水戸　遼介 東郷柔志館 野口未貴哉 津島柔道会 15

1 遊上賢志朗 柴田道場 大岩醍醐朗

安城柔道ク 16

4 落合　龍玄 愛西柔道会 松下　結輝 瀬戸柔道会 17

3 松田もんじゅ 県武道場 今井　大瑚

県武道場 18

6 加藤　慎也 瀬戸柔道会 ｂｙｅ 19

5 榊原輝一郎 半田少年 彦坂　虎瑠

柴田道場 20

8 森　健 稲沢柔道会 川崎　心 孝心館 21

7 作田　海音 岡崎市柔道 外野　圭杜

羽田野道場 22

10 石黒　望夢 春日柔道ク 野々山結月 東郷柔志館 23

9 矢崎　楓真 豊田教室 羽田　悠馬

幸田町柔道 24

12 大野　楓季 小牧柔道会 髙濱　佑有 大治柔道 25

11 金原　央祐 杉山道場 鳥居　由資

知立輝柔会 26

久綱　晄生 半田少年 27

13 城所　律 羽田野道場 宮﨑　蒼空
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令和４年５月２９日

愛知県武道館

１年生女子の部

２年生女子の部

小野つくし 安城柔道ク 105 萱原　彩奈 津島柔道会

勇　らん 大治柔道 8

4 城所　怜依 羽田野道場 ｂｙｅ 9

3 二村　心春 六郷道場

寸田　紬実 山北道場 6

2 荒井　奏乃 一久柔道ク 高須　莉乃 半田少年 7

1 川嶌　沙和 扶桑柔道会

半田少年 13

2 井出　奈芭 大石道場 鈴木　千尋 羽田野道場 14

1 大野　陽菜 六郷道場 松本こはる

北名古屋 15

4 中嶋彩央里 岡崎市柔道 近藤　愛奈 扶桑柔道会 16

3 本村　友南 扶桑柔道会 谷本　絃巴

柴田道場 17

6 岡本　裡子 小牧柔道会 天野　桜子 六郷道場 18

5 ｂｙｅ 北川　楓

半田少年 19

8 濱崎　汐愛 柴田道場 叶浦　心結 扶桑柔道会 20

7 青木　希恵 半田少年 花田　結菜

柴田道場 21

10 齊藤　美那 東郷柔志館 浅田　美緒 羽田野道場 22

9 中田　芽衣 扶桑柔道会 有馬陽菜乃

稲沢柔道会 23

12 鬼頭姫華乃 大治柔道 木村　真子 一久柔道ク 24

11 原田　典子 羽田野道場 小林　実結



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

３年生女子の部

４年生女子の部

11 富永　彩心 扶桑柔道会 長谷川琴葉乃 瀬戸陶原 22

原　奈々華 扶桑柔道会 23

9 神東千代梨 瀬戸陶原 鈴木　咲絢 東郷柔志館 20

10 野口　仁翠 大府柔道会 岡本　蓮子 河原道場 21

7 後藤　悠衣 津島柔道会 伊藤　穂実 蒲郡柔道 18

8 南咲　翔 柴田道場 ｂｙｅ 19

荒井　心寧 一久柔道ク 16

6 玉井　灯 東郷柔志館 岡本　社子 河原道場 17

5 榎本明佳里 東海少年

14

4 松浦寧々華 北名古屋 柴田　彩心 柴田道場 15

3 岡本　蘭子 河原道場 飯干　杏菜 東海少年

12

2 岩澤　芽以 山北道場 芳野　真希 瀬戸陶原 13

1 土屋夕珠葉 東郷柔志館 磯谷　和津 山北道場

岡崎市柔道 15

2 井上　夏歌 小牧柔道会 中野　那希 半田少年 16

1 井手樹美里 大石道場 鄒　雨辰

大治柔道 17

4 森　奏穂 大治柔道 渡邊　蒼來 山北道場 18

3 金原　沙央 杉山道場 鬼頭　葵

羽田野道場 19

6 高須　志乃 半田少年 伊藤　伶 大石道場 20

5 吉岡　優海 県武道場 原田　妃那

愛西柔道会 21

8 滝本　夏鈴 半田少年 三尾　のな 米田道場 22

7 斉藤　利佳 扶桑柔道会 落合こはる

大府柔道会 23

10 安江　美乃 羽田野道場 生田　かこ 羽田野道場 24

9 ｂｙｅ 矢野　右咲

瀬戸市柔道会 25

12 木村　恵子 一久柔道ク 森岡　穂香 東郷柔志館 26

11 長谷川乃愛 大治柔道 大畑由弥子

大岩道場 27

14 外野　依 柴田道場 松本　怜 刈谷市柔道 28

13 柳田　深結 東海少年 大岩　耒夢



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

５年生女子４０㎏級の部

５年生女子４０㎏超級の部

7

4 8

5

2 6

1

3 羽田野道場

余郷　智咲 河原道場

向井くるみ 扶桑柔道会

伊藤　美縁 蒲郡柔道

嶋田　綾乃水田　絵麻 トヨタ自動車

森　美音 安城柔道ク

林　和賀子 瀬戸柔道会

ｂｙｅ

瀬戸柔道会

東海少年

田代道場

岡崎市柔道

県武道場

11

2 高柳　朱里 蒲郡柔道 北川　真帆 柴田道場 12

1 山﨑　琉奈 大治柔道 野間　彩月

13

4 神谷　柚花 杉山道場 林　つぼみ 六郷道場 14

3 二瓶　凜音 米田道場 丸山　優音

15

6 竹内　咲絢 柴田道場 吉田　唯良 山北道場 16

5 木戸　夏鈴 山北道場 関谷　花楓

17

8 菊岡　咲枝 一久柔道ク 横井かのん 羽田野道場 18

7 寸田　歩 山北道場 竹本　華乃

19

10 野村　娃色 半田少年 近藤　由奈 扶桑柔道会 20

9 ｂｙｅ 宮田　あい



愛知県小学生学年別柔道大会

令和４年５月２９日

愛知県武道館

６年生女子４０kg級の部

６年生女子５５kg級の部

６年生女子５５kg超級の部

3

1 4

2 5

山内　咲依 稲沢柔道会

滝本　蒼 半田少年

五十嵐凜々夏 尾西柔道会

岡本　晏奈 河原道場

ｂｙｅ

小牧柔道会 10

2 竹内　彩姫 蒲郡柔道 ｂｙｅ 11

1 小宅　彩楽 大府柔道会 﨑山　心菜

田中　希沙 大府柔道会 13

3 石原　葵優 愛西柔道会 青木　小春 半田少年 12

4 金谷　柚希 孝心館

津島柔道会 14

6 犬塚　茉紘 大森柔道ク 水野　帆莉 柴田道場 15

5 濱崎　由奈 半田少年 安達那奈未

孝心館 16

8 小山　結 幸田町柔道 ｂｙｅ 17

7 山﨑　七海 東郷柔志館 伊藤ひかり

9 竹内　理望 大石道場 大石道場 18

柴田　麻帆 羽田野道場 19

知崎莉々華

1 柴田　結愛 柴田道場 南　幸羽 柴田道場 6

2 木本向日葵 大森柔道ク 兵藤　咲和 羽田野道場 7

5 三尾　しほ 米田道場 芳野　彩樹 瀬戸陶原 10

3 西山　碧 知多市柔道 ｂｙｅ 8

4 藤田さくら 羽田野道場 中村　璃歩 羽田野道場 9


