
大 会 名 ：平成２９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 ：平成２９年　５月　６日（土）
会　　　場 ：豊田市武道館柔道場 

　　　　前山 小学校　　　日進市立北 小学校　　　　古瀬間 小学校

駒場 小学校 市木 小学校 畝部 小学校

小清水 小学校 小清水 小学校 　　　　四郷 小学校

駒場 小学校 飯野 小学校　　　　巴ヶ丘 小学校

　　　　小清水 小学校 　　　　青木 小学校 小清水 小学校

☆中学生の部

藤岡南 中学校 高岡 中学校 高岡 中学校

　　　　逢妻 中学校 　　　　逢妻 中学校 末野原 中学校

みよし北 中学校　　　　朝日丘 中学校 逢妻 中学校

豊田市柔道会　　石黒　貴彦
TEL　０５６５－２１－３３２１

（学校名）

（学校名）

　男子２・３年の部
しもだ ゆうき 　かんの　わたる すずき ゆうま

下田 祐樹 　菅野　航 鈴木 優磨

上條 恵美 中根 爽華
（学校名）

　男子１年の部
　いのうえ　はやた 　いのうえ　りゅうた いしかわ　あおい

　井上　隼汰 　井上　竜汰 石川　碧

（学校名）

優　　　勝 準 優 勝 ３　　　位

　女子の部
おおはし　まなみ かみじょう めぐみ なかね さわか

大橋　愛海

（学校名）

　５・６年男子の部
　すぎうら　えいてつ 　すずき　かいせい かみ　れいご

杉浦　英哲 鈴木　介晴 加見　玲悟

（学校名）

　５・６年女子の部
ないとう　れな ながの　はずき 　いながき　はのか

内藤　伶南 永野　華稀 稲垣　杷乃華

（学校名）

　３・４年男子の部
いさやま　しおん かわさき　たけと 　くらち　いっこく

諌山　獅恩 川崎　豪仁 倉地　壱国

（学校名）

　３・４年女子の部
かわの　あやか 　すずき　ゆら いしぐろ　ももか

川野　文華 　鈴木　ゆら 石黒　百香

　１・２年の部
　おくだ　りお 　さとう　れんた 　おおば　こう

奥田　梨央 佐藤　廉泰 大場　煌

大　会　成　績　報　告　書

☆小学生の部
優　　　勝 準 優 勝 ３　　　位



豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部

平成２９年５月６日

豊田市武道館柔道場 

小学1・2年の部

矢崎　楓真 佐藤　廉泰 安藤　蒼摩 総試合数 3

(豊田教室) (豊田教室) (足助柔道) 勝　敗 順　位

矢崎　楓真 (豊田教室) △ △ 0－2 3

佐藤　廉泰 (豊田教室) ○ ○ 2－0 1

安藤　蒼摩 (足助柔道) ○ △ 1-1 2

小学1年生　1位

1-1

2-1

1-2

3-1

1-3

2-2

1-4

小学1年生　2位

小学2年生　2位

大場　煌 豊田教室

8 大塚　成憲 豊田教室

3位決定戦

安藤　蒼摩 (足助柔道)

6 奥田　梨央 豊田教室

7 諌山　琥珀 TOYOTA

4 領家　広将 上郷教室

5 土屋　樹 上郷教室

2 ｂｙｅ

3 増子　健介 豊田教室

小学1年生

佐藤　廉泰 (豊田教室)

小学2年生

1 大場　煌 豊田教室



豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部

小学3・4年の部 平成２９年５月６日

豊田市武道館柔道場 

1-1

2-1

1-3

2-2

1-4

2-1

1-1
3-1

2-2
4-1

2-3

3-2

2-4

5-1

2-5

3-3

2-6

4-2
2-7

3-4
1-2

2-8

小学3年生　2位

4-3
小学4年生　2位

倉地　壱国 豊田教室

18 大塚　壮憲 豊田教室

3位決定戦

山下　蒼翔 TOYOTA

16 山﨑　響志朗 TOYOTA

17 ｂｙｅ

14 松下　晴希 上郷教室

15 宮川　叶希 TOYOTA

12 菅野　莉生 豊田教室

13 成瀬　斗満 上郷教室

10 吉田　優都 TOYOTA

11 倉地　壱国 豊田教室

8 奥田　恵史 豊田教室

9 岡本　珠渚 TOYOTA

6 鈴木　蒼生 豊田教室

7 前田　飛翔 上郷教室

4 諌山　獅恩 TOYOTA

5 緒方　駿 豊田教室

2 ｂｙｅ

3 土屋　蓮 上郷教室

1 福坂　春陽 TOYOTA

6 西林　琉晟 豊田教室

7 山下　蒼翔 TOYOTA

8 安藤　獅恩 足助柔道

小学4年生

沖　虎汰 TOYOTA

5 山中　誠太郎 足助柔道

3 杉浦　巧規 豊田教室

4 河合　栞助 足助柔道

2 川崎　豪仁 TOYOTA

小学3年生

1 手嶋　大翔 上郷教室



豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部

平成２９年５月６日

豊田市武道館柔道場 

稲垣　凜華 鈴木　ゆら 古澤　友里 川野　文華 石黒　百香 総試合数 10

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

稲垣　凜華 (豊田教室) △ ○ △ △ 1-3 4

鈴木　ゆら (豊田教室) ○ ○ △ ○ 3-1 2

古澤　友里 (豊田教室) △ △ △ △ 0-4 5

川野　文華 (上郷教室) ○ ○ ○ ○ 4-0 1

石黒　百香 (上郷教室) ○ △ ○ △ 2-2 3

小学5・6年生　女子の部

稲垣　杷乃華 宮森　美緒 永野　華稀 内藤　伶南 総試合数 6

(豊田教室) (豊田教室) (TOYOTA) (上郷教室) 勝　敗 順　位

稲垣　杷乃華 (豊田教室) ○ △ △ 1-2 3

宮森　美緒 (豊田教室) △ △ △ 0-3 4

永野　華稀 (TOYOTA) ○ ○ △ 2-1 2

内藤　伶南 (上郷教室) ○ ○ ○ 3-0 1

小学3・4年生　女子の部



豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部

平成２９年５月６日

豊田市武道館柔道場 

小学5・6年の部

小学5年生

2-1
1-1

3-1

2-2

4-1

2-3
1-2

3-2

1-3

2-4

小学6年生

2-5
1-4

3-3

1-5

2-6

1-6

4-2

1-7

2-7

1-8

3-4

1-9

2-8

小学5年生　2位

4-3
小学6年生　2位

有村　駿佑 上郷教室

14 梅村　好太 TOYOTA

3位決定戦

加見　玲悟 TOYOTA

12 宮田　努人 上郷教室

13 鈴木　琉斗 豊田教室

10 有村　駿佑 上郷教室

11 真田　範斗 TOYOTA

8 岩原　佑樹 上郷教室

9 ｂｙｅ

6 ｂｙｅ

7 宮川　朔来 TOYOTA

4 杉浦　英哲 豊田教室

5 白岩　陽清 上郷教室

2 手嶋　祐飛 上郷教室

3 内藤　聖揮 豊田教室

11 加見　玲悟 TOYOTA

1 松下　侑生 上郷教室

9 戸澤　晴幾 上郷教室

10 ｂｙｅ

7 宮本　侑汰 TOYOTA

8 井口　修乙 豊田教室

5 福坂　桜可 TOYOTA

6 山﨑　劉輝 TOYOTA

3 川崎　嘉仁 TOYOTA

4 鈴木　介晴 豊田教室

1 矢崎　想真 豊田教室

2 ｂｙｅ



豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部

平成２９年５月６日

豊田市武道館柔道場 

中学2・3年男子の部

中学2年生

2-1
1-1

3-1

2-2

4-1

2-3

3-2

1-2

2-4

中学3年生

2-5

3-3

2-6
4-2

2-7

3-4

2-8

中学2年生　2位

4-3
中学3年生　2位

3位決定戦

古澤　祥汰 豊田教室

鈴木 優磨 高岡ジュニア

7 ｂｙｅ

8 加藤 竜喜 高岡ジュニア

5 榊原 大冴 高岡ジュニア

6 下田 祐樹 高岡ジュニア

3  前田 拓見  高岡ジュニア

4 林 翔太 高岡ジュニア

1 鈴木 優磨 高岡ジュニア

2 ｂｙｅ

9 ｂｙｅ

10  林 健太郎  高岡ジュニア

7 小澤　雄大 豊田教室

8 菅野　航 豊田教室

5 古澤　祥汰 豊田教室

6 三井 翔瑛 高岡ジュニア

3 三浦 丈治 高岡ジュニア

4 前田 柊翔 高岡ジュニア

1 諌山　魁登 TOYOTA

2 ｂｙｅ



豊田市民総合体育大会柔道競技少年の部

平成２９年５月６日

豊田市武道館柔道場 

中学1・2・3年女子の部

2-1
1-1

3-1

2-2

4-1

2-3
1-2

3-2

1-3

2-4

4-3

中学1年男子の部

　井上　隼汰 　井上　竜汰 石川　碧 総試合数 3

(豊田教室) (豊田教室) (上郷教室) 勝　敗 順　位

井上　隼汰 (豊田教室) ○ ○ 2－0 1

井上　竜汰 (豊田教室) △ ○ 1-1 2

石川　碧 (上郷教室) △ △ 0－2 3

中根 爽華 高岡ジュニア

11 中根 爽華 高岡ジュニア

3位決定戦

9 永野　優稀 TOYOTA

10 ｂｙｅ

7 大橋　愛海 TOYOTA

8 宮田 美優羽 高岡ジュニア

5 上條 恵美 高岡ジュニア

6 船倉 千聖 高岡ジュニア

3  重松 彩希  高岡ジュニア

4 上村　佳代 TOYOTA

1  三森 芽依  高岡ジュニア

2 ｂｙｅ


