
　　１．日時

　　２．場所

　　３．主催

　　４．主管

　　５．後援

　　６．参加人数

小学生団体

中学生男子団体

中学生女子団体

小学生男子１・２年 竹市　裕亮 羽田野道場 上田　紘平 みよし市 川竒　奏来 羽田野道場 福田　　暁 岡崎　東レ

小学生女子１・２年 大場　桜萌 岡崎　東レ 佐藤　天音 東郷柔 村松　千智 幸田町 榊原　共笑 西尾市一色

小学生男子３年 菊池　駿星 上郷教室 太田　隆介 岡崎　六名 横井　将虎 羽田野道場 酒井　威典 隆永館

小学生女子３年 小島早代伽 安城クラブ 川崎　想空 岡崎　東レ 大竹　理央 ジェイテクト 井上　　柔 西尾市鶴城

小学生男子４年 羽田野啓太 羽田野道場 渡辺　樹希 羽田野道場 福田　開斗 岡崎　東レ 安井　健人 岡田塾

小学生女子４年 若月　梨冴 岡崎　東レ 吉澤冴奈美 上郷教室 玉澤　若菜 羽田野道場 天神　眞尋 安城クラブ

小学生男子５年 小池倫太朗 東郷柔 竹市　大祐 羽田野道場 竹内　隆登 隆永館 橋本弥勇汰 ジェイテクト

小学生女子５年 小山　遥佳 安城クラブ 村松　奈央 幸田町 安江　花音 隆永館 久保田涼菜 羽田野道場

小学生男子６年 米満　武伯 ジェイテクト 榊原　侑輝 羽田野道場 萩尾　郁哉 羽田野道場 伊藤　恵氏 安城クラブ

小学生女子６年 山市　美穂 羽田野道場 堂崎　月華 岡崎　東レ 岩本明日香 東郷柔 小島　理奈 隆永館

中学生男子－５５ｋｇ 萩尾　悠貴 羽田野道場 宇井鴻二郎 安城クラブ 舞田　起希 羽田野道場 竹内　創史 隆永館

中学生男子－６６ｋｇ 渡邉　大樹 岡田塾 高長　知勢 みよし市 平松幸一郎 羽田野道場 岩瀬　琢人 安城クラブ

中学生男子無差別級 中尾　武史 高岡ジュニア 洲崎　　優 TOYOTA 齋藤　修也 羽田野道場 岩長　悠稚 高岡ジュニア

中学生女子－５２ｋｇ 朝倉　三捺 羽田野道場 小田　桃良 トヨタ自同好会松川　瑞歩 西尾市　平坂十島　優花 安城クラブ

中学生女子無差別級 鳥居　美咲 安城クラブ 川崎あかり 羽田野道場 森下　珠衣 安城クラブ 原口　有彩 岡田塾

豊田市　豊田教室

みよし市柔道会A

豊田市 上郷教室A

安城柔道クラブＢ

安城柔道クラブＡ

豊田市柔道会

西三河柔道協会、豊田市体育協会、中日新聞社

４９９名（小学生：３５６名、中学生：１４３名）

安城柔道クラブＡ

第１６回｢杜若籏｣争奪少年柔道大会結果報告書

平成 ２４年 ７月 １日 （日）

豊田市武道館

西三河柔道道場協会

３位準優勝優勝

羽田野道場

羽田野道場Ａ 岡田塾

隆永館Ａ

高岡ジュニアクラブＡ

岡田塾Ａ



＝ 大会役員 ＝ 
名誉会長    内藤 則之 
名誉顧問    今野 雅晴 
顧  問    村上  悟  三宅 金一  倉知 俊彦  松井 正衛 
参  与    内藤  勉  野村 治彦  稲垣 勝男  内山  茂         

小野 良之  高宮 和彦 
 
大会会長    井之口俊章 
副 会 長    山中 松夫  大塚 義夫 
委 員 長    中川 和明 
副委員長    尾崎 昌利  向井 康夫 
委  員    西三河柔道道場協会役員  西三河柔道協会役員 
 
競技委員長   石黒 一雄 
審 判 長    岩月 英児 
審 判 員    西三河柔道道場協会役員  西三河柔道協会役員 
総務統括    中川 孝幸 
総  務    川口 則久  西川 和秀  伊奈 広康  岡田  大  

大参 譲二 
救  護    愛知県柔道整復師会（岡崎支部） 
大会補助員   豊田市柔道会委員  豊田市柔道会保護者会 

＝ 大会次第 ＝ 
開会宣言    大会委員長  中川 和明 
優勝旗返還   前年度優勝  羽田野道場 
挨  拶    西三河柔道道場協会会長 会長     井之口俊章 
来賓祝辞     
来賓紹介 
審判長注意   審判長  岩月 英児 
選手宣誓    豊田市柔道会   榎並 弘征（上郷） 中川 幸恵（豊田）  
試合開始     

  団体戦第１回戦～団体決勝 
                 個人戦第１回戦～個人決勝 
表 彰 式 
講  評    大会副会長  山中 松夫 



第16回杜若旗争奪少年柔道大会

平成２４年７月１日

豊田市体育館　柔道場

小学生団体の部

みよし市柔道会 30

安城柔道クラブＡ 37

西尾市  鶴城教室Ａ

幸田町柔道会

36

西尾市　吉良教室

羽田野道場Ａ 東郷柔Ａ 19

2 トヨタ自動車同好会 隆永館Ｃ

1

20

3 西尾市　平坂教室 杉山道場 21

4 岡崎市 練成教室Ｂ 岡崎市  東レ教室Ａ 22

10 西尾市　一色教室

9

5 碧南市柔道会Ａ

8

ジェイテクト 23

6 隆永館Ａ 豊田市 上郷教室A

27

26

24

7 安城柔道クラブＢ 碧南市柔道会Ｂ 25

ＴＯＹＯＴＡ柔道クラブＡ

豊田市　豊田教室 羽田野道場Ｃ

岡田塾Ｂみよし市柔道教室Ａ

28

11 東郷柔Ｂ 隆永館Ｂ 29

12 岡崎市 東レ教室Ｂ

3113

14 岡田塾Ａ

豊田市 上郷教室B

34

32

15 岡崎市  練成教室Ａ 33ＴＯＹＯＴＡ柔道クラブＢ

羽田野道場Ｂ

17 西尾市  鶴城教室Ｂ

16 安城柔道クラブＣ

35

18 岡崎市　六名教室 南武館
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会

平成２４年７月１日

豊田市体育館　柔道場

中学男子団体の部

中学女子団体の部

安城柔道クラブＡ1

2

14

11

岡崎市　六名教室

10

高岡ジュニアクラブＢ

みよし市柔道会Ｂ

羽田野道場Ａ

4

12

豊田市　上郷教室 みよし市柔道会A 13

3

5 岡崎市　練成教室

6

岡田塾

ＴＯＹＯＴＡ柔道クラブ 15

7 岡崎市　東レ教室 隆永館 16

安城柔道クラブＢ

17

9 高岡ジュニアクラブＡ

8 杉山道場 羽田野道場Ｂ

豊田市　豊田教室 7

2 豊田市　上郷教室 8

1 羽田野道場

3 杉山道場 みよし市柔道教室 9

西尾市　平坂教室 11

ＴＯＹＯＴＡ柔道クラブ 104 トヨタ自動車柔道同好会

126 安城柔道クラブＢ 安城柔道クラブＡ

5

羽
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野
道
場
Ａ
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会
平成２４年７月１日

豊田市体育館　柔道場

小学２年以下男子の部

小学２年以下女子の部

1 川竒　奏来 羽田野道場 細井　翔太 隆永館 20

2 鈴木　大稀 安城クラブ 杉浦　英哲 豊田教室 21

3 高橋遥瑠大 岡崎　東レ 高鶴　真矢 東郷柔 22

4 植村日向太トヨタ自同好会 天神　琉陽 安城クラブ 23

5 青山　仙太 岡崎　練成 林田　寿良 羽田野道場 24

6 鈴木　煌也 岡崎　東レ 室田　修人 みよし市 25

7 古田　　皓 みよし市 竹本　徹匠 岡崎　練成 26

8 斎藤　滉正 西尾市　吉良 福田　　暁 岡崎　東レ 27

9 松下京太郎 岡田塾 ｂｙｅ 28

10 坂口　蒼真 岡崎　練成 稲垣　　晟 ジェイテクト 29

11 ｂｙｅ 羽渕　　豪 安城クラブ 30

12 山浦　諒弥 杉山道場 栗田　真杜 岡田塾 31

13 羽根渕剛毅 幸田町 藤田　優作 羽田野道場 32

14 福井　皆豊 岡崎　東レ 高松　将吾 岡崎　東レ 33

15 田村　颯悟 岡田塾 市川　　芯 岡崎　練成 34

16 中村　　響 みよし市 柳原　頌太 杉山道場 35

17 井上　準汰 豊田教室 古賀　飛向 羽田野道場 36

18 竹市　裕亮 羽田野道場 井上　竜汰 豊田教室 37

19 小池倖ノ介 東郷柔 上田　紘平 みよし市 38

1 大場　桜萌 岡崎　東レ 俊　玲衣香 岡崎　東レ 15

2 松原沙由美トヨタ自同好会 榊原　共笑 西尾市　一色 16

3 原田　桜和 羽田野道場 ｂｙｅ 17

4 犬塚　あみ 西尾市　一色 黒木　悠里 岡田塾 18

5 菊池　律杏 上郷教室 城所　礼華 羽田野道場 19

6 三留　萌華 ジェイテクト ｂｙｅ 20

7 中嶋　梨琴 西尾市　吉良 高畑　朱夏 ジェイテクト 21

堀　　結凪 西尾市　幡豆8 岩田　芽依 羽田野道場 22

9 ｂｙｅ 上郷教室 23上条　恵美

佐藤　天音

10 棚町友衣菜 西尾市　幡豆

東郷柔 25

岡田　彩花 西尾市　一色 24

11

足立　　結 西尾市　吉良

坂井はるか 豊田教室

ｂｙｅ 26

13 村松　千智 幸田町 中嶋　未結

14 黒木　唯花 岡田塾

12

西尾市　吉良 27

山本　あみ 羽田野道場 28

竹
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会
平成２４年７月１日

豊田市体育館　柔道場

小学３年男子の部

小学３年女子の部

1 菊池　駿星 上郷教室 太田　隆介 岡崎　六名 29

2 伊藤　衆太 安城クラブ 白井　崇基 隆永館 30

3 堀江　竜矢 隆永館 牧原　歩希 西尾市　吉良 31

4 岡田　義弘 TOYOTA 山本三志郎 杉山道場 32

5 榊原　雅貢 碧南市 山口　朔矢 岡崎　東レ 33

6 堀　　波斗 西尾市　幡豆 原田　優大 羽田野道場 34

7 甲村　倭杜 みよし市 西尾市　鶴城

福岡　秀太 東郷柔

35

8 青木　大翔 西尾市　一色

熊澤　歩真

36

9 ｂｙｅ 棚町　友満 西尾市　幡豆 37

10 佐々木大知 杉山道場 木村　将太 みよし市 38

11 伊藤　大造 羽田野道場 竹内　裕登 碧南市 39

12 古澤　祥汰 豊田教室 北川　　慧 安城クラブ 40

13 中村　拓大 西尾市　鶴城 嶋口　大騎 羽田野道場 41

14 岡田　吉彬 幸田町 緒方　隆馬 豊田教室 42

15 諌山　魁登 TOYOTA 山本　夢大 みよし市 43

16 伊藤　優吾 羽田野道場 桑子　息吹 上郷教室 44

17 吉岡　基貴 岡田塾 西尾市　鶴城

小澤　雄大 豊田教室

45

18 大平　憲進 杉山道場

加藤　陸人

46

19 近藤　稜馬 みよし市 山本　　翔 安城クラブ 47

20 竹本　友成 岡崎　練成 ｂｙｅ 48

21 中尾　歩夢 豊田教室 酒井　威典 隆永館 49

22 石場　玄暉 隆永館 市川　　暖 岡崎　練成 50

23 徳永怜晶琉 安城クラブ 中村　風凱 みよし市 51

24 川村　凌平 西尾市　鶴城 杉山　和也 杉山道場 52

25 井口　政幸 南武館 宮地　　諒 TOYOTA 53

26 竹下　博忠 西尾市　平坂 武内　暖斗 幸田町 54

27 菅野　　航 豊田教室 舟橋　拓杜 碧南市 55

28 横井　将虎 羽田野道場 山本　悠人 羽田野道場 56

1 小島早代伽 安城クラブ 峯村　麻葵 安城クラブ 12

2 大西　智花 西尾市　幡豆 川崎　想空 岡崎　東レ 13

3

戸村　春花 西尾市　鶴城

岡田ゆめの 上郷教室 14

4

松本　涼花 東郷柔

ｂｙｅ 15

5 寺部　光希 羽田野道場 三留　綾華 ジェイテクト 16

6 植村　杏菜 トヨタ自同好会 井上　　柔 西尾市　鶴城 17

7 ｂｙｅ 峯村　菜緒 安城クラブ 18

8 栗田　もえ 岡田塾 西　　海祈 岡田塾 19

9 洲崎　真奈 TOYOTA ｂｙｅ 20

10 ｂｙｅ 志賀　茉奈 幸田町 21

11 大竹　理央 ジェイテクト
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会
平成２４年７月１日

豊田市体育館 柔道場

小学４年男子の部

小学４年女子の部

bye

1 羽田野啓太 羽田野道場 安井　健人 岡田塾 28

2 川越　博文 安城クラブ 柳原　佳伸 西尾市　幡豆 29

3 高橋瑠希弥 岡崎　東レ 尾岸　　歩 幸田町 30

4 杉山　大紀 杉山道場 伴　　秀太 西尾市　一色 31

5 宇野　心陽 隆永館 山本　修平 羽田野道場 32

6 山本　大夢 幸田町 根田　健太 上郷教室 33

7 下田　裕樹 上郷教室 織田　麗央 岡崎　練成 34

8 井手　涼太 上郷教室 榊原　大冴 上郷教室 35

9 梅田　到馬 豊田教室 林　　拓海 みよし市 36

10 下田　拳大 岡田塾 高松　亮太 岡崎　東レ 37

11 岡村　　樹 東郷柔 神谷　　慧 西尾市　吉良 38

12 角野　弘汰 岡崎　練成 小久保昌樹 東郷柔 39

13 中嶋　空挪 西尾市　吉良 今井　雄大 安城クラブ 40

14 横井厚志朗 安城クラブ 神谷　　颯 岡田塾 41

15 田村　凜空 上郷教室 高鶴　洸矢 東郷柔 42

16 足立　啓太 西尾市　吉良 白井伸太郎トヨタ自同好会 43

17 犬塚　淳宏 西尾市　一色 中川　俊明 豊田教室 44

18 山市　達樹 羽田野道場

鈴木　　龍 羽田野道場

45

19 ｂｙｅ 岡田　健平 上郷教室 46

20 福田　開斗 岡崎　東レ 雨宮　大知 隆永館 47

21 古居　武蔵 岡崎　六名 大坪　厚貴 碧南市 48

22 松下慎之介 岡田塾 49

23 黒川　健世 みよし市 榊原　友希 西尾市　吉良 50

24 原口　滉生 岡田塾 羽渕　泰造 安城クラブ 51

25 酒井　雄基 西尾市　鶴城 足立　透也 岡崎　練成 52

26 源　　礼人 幸田町 渡辺　樹希 羽田野道場 53

1 若月　梨冴 岡崎　東レ

27 小池玲二朗 東郷柔

天神　眞尋 安城クラブ 8

2 志賀　和愛 安城クラブ 磯谷　有紗 みよし市 9

3 榎並　珠久 上郷教室 戸村　菜央 西尾市　鶴城 10

4 村松　志保 西尾市　平坂 萩尾　陽奈 羽田野道場 11

5 大橋　愛海 TOYOTA 吉澤冴奈美 上郷教室 12

6 玉澤　若菜 羽田野道場 13

7 久留宮　愛 みよし市

島林　楓乃 岡崎　東レ
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会
平成２４年７月１日

豊田市体育館　柔道場

小学５年男子の部

小学５年女子の部

1 竹市　大祐 羽田野道場 小池倫太朗 東郷柔 32

2 坂井　伸彦 豊田教室 ｂｙｅ 33

3 井口　美輝 南武館 酒井　雅仁 岡田塾 34

4 松岡　主税 東郷柔 宮崎　麟大 南武館 35

5 山下　海也 西尾市　一色 峯村　泰地 岡崎　練成 36

6 小野真太朗トヨタ自同好会 岡田　知駿 TOYOTA 37

7 横井勁志朗 安城クラブ 丸地　達己 岡崎　東レ 38

8 青山　澄人 岡崎　練成 杉江　眞弦 西尾市　一色 39

9

松田　峻弥 岡崎　六名

峯村　勇弥 安城クラブ 40

10

佐藤　友紀 東郷柔

松下　清治 上郷教室 41

11 八田　宗士 西尾市　吉良 杉浦　　迅 羽田野道場 42

12 桑子　明都 上郷教室 牧原　壮来 西尾市　吉良 43

13 山本　　颯 安城クラブ 出口　皆斗 豊田教室 44

14 本多　雄登　 みよし市 磯貝　海斗 碧南市 45

15 酒井　瑞生 ジェイテクト 加藤　　豊　　岡崎　六名 46

16 左合　優希 安城クラブ 雨宮　光希 隆永館 47

17 土田　辰吉 TOYOTA 川端　大喜 みよし市 48

18 内藤　大登 上郷教室 稲垣　諒一 東郷柔 49

19 小林　祐也 羽田野道場 佐藤　陸一 碧南市 50

20 岩崎希一寿 幸田町 柿田　綾也 羽田野道場 51

21 神谷　　陸 碧南市 鈴木　崚太 安城クラブ 52

22 丹羽　将大 ジェイテクト 中岡イェゴリ 上郷教室 53

23 若月　泰源 岡崎　東レ 新實　稜雅 幸田町 54

24 永谷　駿太 西尾市　一色 小坂　脩蔵 岡崎　練成 55

25 鈴木　大和 岡崎　練成 宮本　大陸 トヨタ自同好会 56

26 高木滉之介 東郷柔 佐野　峻大 TOYOTA 57

27

横山　侑季 杉山道場

山口　　優 羽田野道場 58

28

竹下　義忠 西尾市　平坂

長谷部利尚 杉山道場 59

29 近藤　優真 西尾市　鶴城 矢田　剛士 隆永館 60

30 ｂｙｅ 井上　　渉 西尾市　鶴城 61

31 竹内　隆登 隆永館 橋本弥勇汰 ジェイテクト 62

1 小山　遥佳 安城クラブ 村松　奈央 幸田町 11

2 石場　美華 隆永館 ｂｙｅ 12

3 岡野　彩香 西尾市　鶴城 室田　紗良 みよし市 13

4 十島　涼子 安城クラブ 福田　紋菜 上郷教室 14

5 室田　聖羅 岡崎　練成 石黒　芹奈 安城クラブ 15

6 福井南実香 岡崎　東レ 黒木　遥香 西尾市　鶴城 16

7 安江　花音 隆永館 細井　祐那 隆永館 17

8 城所　海帆 羽田野道場 寺川　　琴 西尾市　幡豆 18

9 ｂｙｅ 久保田涼菜 羽田野道場 19

林　　真未 安城クラブ 2010 浜辺　奈緒 安城クラブ
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会
平成２４年７月１日

豊田市体育館 柔道場

小学６年男子の部

小学６年女子の部

1 米満　武伯 ジェイテクト

隆永館 35

伊藤　恵氏 安城クラブ

堀　　颯希 安城クラブ

34

2 ｂｙｅ 酒井　隆基

野末　后成 碧南市3 36

4

城下　尚輝 トヨタ自同好会

西尾市　鶴城

白井　　剛 トヨタ自同好会

37

5 岡田　健吉 上郷教室

戸村　　亨

38

6 竹口　佳吾 西尾市　平坂 高須　健斗 西尾市　一色 39

7 山本　直樹 羽田野道場 山下浩太郎 岡崎　六名 40

8 中嶋　秀太 西尾市　吉良 玉澤　文太 羽田野道場 41

9 佐藤　大樹 岡田塾 及部健太朗 羽田野道場 42

10 石川　鉱平 東郷柔 神谷　　仁 岡田塾 43

11 磯貝　亮太 安城クラブ 新田　智也 隆永館 44

12 田中　将太 杉山道場 榎並　弘征 上郷教室 45

13 大西　健太 西尾市　幡豆 近藤　優樹 みよし市 46

14 増田　陸矢 隆永館 太田　楓吾 西尾市　平坂 47

15 山口　佑馬 碧南市 遠山　大貫 岡崎　練成 48

16 螺澤　達也 TOYOTA 浅岡　壱誠 羽田野道場 49

17 大須賀諒　 羽田野道場 足立　幸大 西尾市　吉良 50

18 西広　俊希 トヨタ自同好会 磯貝　康太 安城クラブ 51

19 前原　海杜 岡田塾 西広　律希 トヨタ自同好会 52

20 菊池　太陽 上郷教室 羽田野祥吾 羽田野道場 53

21 大多地青空 隆永館 平野　弾輝 隆永館 54

22 天野　陽太 安城クラブ 中村　新稀 TOYOTA 55

23 前田　純岳 TOYOTA 佃　　周平 岡田塾 56

24 小林　丈流 西尾市　鶴城 小木曽夜斗 南武館 57

25 鈴川　裕斗 羽田野道場 齋藤　純也 幸田町 58

26 宮澤　大地 隆永館 吉澤　弘紀 上郷教室 59

27 坂口　慧透 岡崎　練成 石川　尚樹 東郷柔 60

28 高岡　善史 西尾市　平坂 岩佐　皐樹 岡田塾 61

29 林　　誠也 みよし市 志賀　寛度 安城クラブ 62

30 野村　貫太 岡崎　東レ 杉浦凜汰郎 碧南市 63

31 小島　幹也 安城クラブ 鈴木暉一郎 岡崎　六名 64

32 萩田　翔也 岡崎　六名 ｂｙｅ 65

33 萩尾　郁哉 羽田野道場 榊原　侑輝 羽田野道場 66

1 山市　美穂 羽田野道場 小島　理奈 隆永館 10

2 石川瑛梨佳 岡崎　東レ 河波 くらら 豊田教室 11

3

舟橋　里紗 碧南市

古賀　夕葵 羽田野道場 12

4 甲村　莉子 東郷柔

宇野　希美 隆永館

13

5 山田ななみ 西尾市　鶴城 井口　幸美 南武館 14

古居阿佑子 西尾市　平坂6 岩本明日香 東郷柔 15

7 青木　千夏 西尾市　平坂 本多　春香

8 中川　萌果 岡崎　練成

中川　幸恵

松本　咲穂

豊田教室 18

岡崎　練成 16

東郷柔 17

堂崎　月華 岡崎　東レ 19

9 高須　円香 西尾市　一色
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会
平成２４年７月１日

豊田市体育館　柔道場

中学生男子-55kg級

中学生男子-66kg級

1 萩尾　悠貴 羽田野道場 保田　浩介 岡崎　東レ 32

2 堀内　和也 みよし市 ｂｙｅ 33

3 伊藤湧次郎 岡崎　練成 神谷　悠斗 杉山道場 34

4 高橋　智輝 隆永館 杉浦　　颯 羽田野道場 35

5 白井　　淳 トヨタ自同好会 都築　太良 高岡ジュニア 36

6 榊原　凌我 高岡ジュニア 成瀬　圭悟 上郷教室 37

7 佐藤　昌太 杉山道場 永井　英克 岡崎　六名 38

8 榊原　新大 高岡ジュニア 竹内　創史 隆永館 39

9 渡邉裕一郎 岡崎　六名 飯田　光希 高岡ジュニア 40

10 石川　貴博 杉山道場 ｂｙｅ 41

11 福田　悠樹 上郷教室 峯村　洸希 安城クラブ 42

12 北川　　諒 安城クラブ 舞田　和己 羽田野道場 43

13 後藤　涼汰 高岡ジュニア 長瀬　瑛士 みよし市 44

14 岡田宗一郎 岡崎　東レ 齋藤　康也 幸田町 45

15 小林　裕也 TOYOTA 大澤　　綾 高岡ジュニア 46

16 赤松　辰哉 幸田町 岩附　良介 岡崎　練成 47

17

北川　将也 東郷柔

鳥居　俊希 安城クラブ 48

18

岩田　　樹 上郷教室

片倉　　隆 高岡ジュニア 49

19 加藤　良典 高岡ジュニア ｂｙｅ 50

20 尾山　　蓮 高岡ジュニア 朝倉　健五 羽田野道場 51

21 村井　颯真 杉山道場 舟橋　諒人 碧南市 52

22 舞田　起希 羽田野道場 原田　崇裕 岡崎　東レ 53

23 早川　元啓 安城クラブ 加藤　優 みよし市 54

24 三留慎二郎 ジェイテクト 平野　海飛 隆永館 55

25 三浦　康平 高岡ジュニア 上条　颯斗 高岡ジュニア 56

26 加藤康太郎 みよし市 増井　友哉 隆永館 57

27 鈴木　健太 羽田野道場 佐藤　禎久　 東郷柔 58

28 秋田　泰治 岡崎　六名 中村　拓暉 TOYOTA 59

29 洲崎　聖也 TOYOTA 松本　　海 杉山道場 60

30 山本　　樹 安城クラブ 木村　海渡 岡崎　六名 61

31 金田　暖生 隆永館 永田　旭 岡崎　練成 62

宇井鴻二郎 安城クラブ 63

1 平松幸一郎 羽田野道場 岩瀬　琢人 安城クラブ 13

2 吉野　智貴 上郷教室 石場　寛大 隆永館 14

3

大谷ケンジ 高岡ジュニア

尾岸　立志 幸田町 15

4

永田　　旭 岡崎　練成

稲垣恵次郎 杉山道場 16

5 ｂｙｅ 堀内　和也 みよし市 17

6 岩崎　一将 岡田塾 織田　崇利 岡崎　練成 18

7 渡邉　大樹 岡田塾 山本　拓正 岡田塾 19

8 今村　友亮 ジェイテクト ｂｙｅ 20

9 深澤　誠隆 隆永館 馬淵　要燿 岡崎　東レ 21

岡　　康平

10 加藤　天人 みよし市

11

みよし市

太田壮一郎 岡崎　六名 22

24

高岡ジュニア 23岩月　敏志 岡崎　東レ

高長　知勢12 加藤　将馬 東郷柔
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第16回杜若旗争奪少年柔道大会
平成２４年７月１日

豊田市体育館　柔道場

中学生男子無差別級

中学生女子-52kg

中学生女子無差別級

1 齋藤　修也 羽田野道場 塩野谷洵志 みよし市 16

2 宇田　知洋 TOYOTA ｂｙｅ 17

3 秋田　英吾 岡崎　六名 正池　優作 羽田野道場 18

4 徳永　勇飛 安城クラブ 福井　誠希 岡崎　東レ 19

5 大森　達也 みよし市 岩田　敬太 みよし市 20

6 ｂｙｅ 岩長　悠稚 高岡ジュニア 21

7 古波蔵幸平 岡崎　東レ ｂｙｅ 22

8 中尾　武史 高岡ジュニア 山本　一也 岡田塾 23

9 ｂｙｅ 洲崎　　優 TOYOTA 24

10 柴山　剛志 みよし市 ｂｙｅ 25

11 奥村マテウス岡崎　練成 斉藤　大誠 みよし市 26

12 中村虎太郎 羽田野道場 十島　秀平 安城クラブ 27

13 時川　翔平 岡崎　東レ 木原　秀典 岡田塾 28

14 小妻　隼士 ジェイテクト 橋本晟弥 岡崎　六名 29

15 杉馬場　曜 岡田塾 五十川　翔 羽田野道場 30

1 朝倉　三捺 羽田野道場 十島　優花 安城クラブ 15

2 ｂｙｅ 大澤　扶香 上郷教室 16

3 加藤　美里 豊田教室 安田　彩乃 西尾市　平坂 17

4 井手　優花 上郷教室 佐々木悠稀 杉山道場 18

5 服部有梨江 安城クラブ 浅井　結貴 豊田教室 19

6 ｂｙｅ 日向　　茜 TOYOTA 20

7 黒川　奈津 みよし市 山本　真帆 みよし市 21

8

松川　瑞歩 西尾市　平坂10

石川　愛海 杉山道場 小田　桃良 トヨタ自同好会 22

9 ｂｙｅ ｂｙｅ 23

柴藤果歩乃 上郷教室 24

11 林　　未裕 安城クラブ 川崎ひなた 羽田野道場 25

12 今堀　由唯 みよし市 安形　果歩 隆永館 26

13 山本　桃歌 岡田塾 井之口陽花 みよし市 27

14 大林　杏香 安城クラブ 大林　桃香 安城クラブ 28

1 鳥居　美咲 安城クラブ 原口　有彩 岡田塾 10

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 11

3 所　　香名 トヨタ自同好会 小妻　朋華 ジェイテクト 12

鈴木　琴蘭 杉山道場4 前田　華奈 TOYOTA 13

5 瀬尾　　楓 東郷柔 石黒　佑奈

6 森下　珠衣 安城クラブ 川崎あかり

ｂｙｅ 16

安城クラブ 14

羽田野道場 15

前田　彩花 西尾市　平坂

7 鈴木　空子 岡崎　練成

丹羽　園望 豊田教室 17

9 久保田舞雪 羽田野道場

8
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