
第29回全三河少年柔道大会　結果報告書

１．主催 東三河柔道協会

2．共催 西三河柔道協会　　

3．後援 一般社団法人　愛知県柔道連盟   蒲郡市教育委員会

４．主管 東三河柔道協会

５．日時 平成29年8月20日（日）　午前9時30分開会

6．会場 蒲郡市武道館（柔道場）蒲郡市緑町3-69

７．参加者数 団体1部（５・６年）32 チーム　団体2部（３・４年）25 チーム

個人戦309名　参加者総数329名

８．成績

団体の部

優勝 2位 3位 3位

個人の部

優勝 2位 3位 3位

羽田野道場 羽田野道場 羽田野道場 岡崎錬成

山口　楽斗 原田　寛大 鈴木　大翔 小林　晟太朗

岡田塾 羽田野道場 羽田野道場 平坂教室

菅原　聡太 岩田　宗士 牧野　斗弥 小田　来唯

羽田野道場 羽田野道場 羽田野道場 羽田野道場

嶋田　圭吾 藤田　一郎 山口　政嗣 中山　大海

安城柔道クラブ 羽田野道場 羽田野道場 岡崎錬成

天神　琉陽 藤田　優作 鈴木　皐太 松平　凌空

羽田野道場 岡崎錬成 豊田市柔道会　上郷教室 岡田塾

嶋田　真佑美 小早川　果虹 川野　文華 森　海晴

羽田野道場 岡田塾 一色教室 安城柔道クラブ

鈴木　月乃 石川　嶺々 浅井　結菜 森下　葵衣

岡田塾 TOYOTA柔道クラブ みよし市柔道会 岡田塾

吉岡　実里 永野　華稀 山本　愛佳 西　菜沙

一色教室 羽田野道場 羽田野道場 羽田野道場

岡田　彩花 原田　桜和 山本　あみ 岩田　芽依
6年

5年

6年

男子

2部

（3・4年生）

岡田塾 安城柔道クラブ

羽田野道場A 岡崎錬成

記載責任者　東三河柔道協会　大羽勝仁(☎090‐6617‐9873）

女子

3年

4年

5年

羽田野道場B 岡田塾

1部

（5・6年生）
羽田野道場A 羽田野道場B

4年

3年



第29回全三河少年柔道大会

平成29年8月20日（日）

蒲郡市武道館

3年生女子

1 嶋田　真佑美 羽田野道場 小早川　果虹 岡崎市柔道会　岡崎錬成 10

2 高橋　典子 西尾市柔道会　平坂教室 中西　美里 あおい柔道教室 11

西尾市柔道会　平坂教室 12

4 坂口　舞 禎真館 足立　瑞月 豊橋一心館道場 13

3 俵　成美 豊田市柔道会　上郷教室 野澤　世奈

豊田市柔道会　上郷教室 14

6 鈴木　結女香 豊川柔道会 土井　遥華 新城柔道教室 15

5 丸山　夏葵 幸田町柔道会 川野　文華

豊川柔道会 16

8 森　海晴 柔道教授　岡田塾 加藤　優 碧南市柔道会 17

7 小島　愛莉 碧南市柔道会 市川　結野

豊田市柔道会　豊田教室 18

4年生女子

1 鈴木　月乃 羽田野道場 小林　良菜 蒲郡柔道スポーツ少年団

9 河野　暉姫 豊橋一心館道場 稲垣　凜華

10

2 今野　里咲 西尾市柔道会　鶴城教室 今泉　佳純 幸田町柔道会 11

豊川柔道会 12

4 星野　小春 西尾市柔道会　平坂教室 森下　葵衣 安城柔道クラブ 13

3 福島　ジャケリーネ 豊橋東部柔道クラブ 米倉　芽唯

禎真館 14

6 牛田　はな 豊川柔道会 橋本　苗 西尾市柔道会　平坂教室 15

5 木下　幸花 岡崎市柔道会　東レ教室 浦山　愛彩

9 田中　綾乃 幸田町柔道会

新城柔道教室 16

8 黒谷　八千流 新城柔道教室 石川　嶺々 柔道教授　岡田塾 17

7 浅井　結菜 西尾市柔道会　一色教室 濱本　真綺



第29回全三河少年柔道大会

平成29年8月20日（日）

蒲郡市武道館

3年生男子

1 山口　楽斗 羽田野道場 原田　寛大 羽田野道場 24

2 鈴木　涼雅 幸田町柔道会 鈴木　天磨 田原市柔道会 25

TOYOTA柔道クラブ 26

4 河合　蒼太 岡崎市柔道会　岡崎錬成 白井　将伍 禎真館 27

3 高野瀬　拓己 豊川柔道会 川崎　豪仁

岡崎市柔道会　東レ教室 28

6 古居　優汰 岡崎市柔道会　東レ教室 原田　煌世 岡崎市柔道会　岡崎錬成 29

5 山本　唯人 禎真館 瀧村　隼

7 山下　蒼翔 TOYOTA柔道クラブ 酒井　賢 鈴木道場 30

蒲郡柔道スポーツ少年団 31

9 伊牟田　直 岡崎市柔道会　岡崎錬成 中村　涼凱 みよし市柔道会 32

8 川村　朔 豊橋東部柔道クラブ 横山　琳久

安城柔道クラブ 33

11 杉浦　晴斗 あおい柔道教室 山村　烈矢 新城柔道教室 34

10 鈴木　路明 蒲郡柔道スポーツ少年団 鈴木　凱琥

豊川柔道会 35

13 神田　斗也 杉山道場 北村　廉 豊川柔道会 36

12 熊谷　尚輝 豊川柔道会 牛田　壮紀

蒲郡柔道スポーツ少年団 37

15 早川　倖成 刈谷市柔道クラブ 後藤　瞭汰 岡崎市柔道会  東レ教室 38

14 豊田　颯玄 禎真館 内田　華綱

豊橋東部柔道クラブ 39

17 片岡　斗和 蒲郡柔道スポーツ少年団 矢崎　杏真 豊田市柔道会　豊田教室 40

16 冨安　裕凱 新城柔道教室 外山　朝陽

羽田野道場 41

19 稲石　穹空 田原市柔道会 加藤　颯 禎真館 42

18 田中　善 岡崎市柔道会　岡崎錬成 中村　隆憲

羽田野道場 43

21 渡辺　達也 豊川柔道会 西元　裕宗 西尾市柔道会　幡豆教室 44

20 大須賀　優真 岡崎市柔道会  東レ教室 平田　嗣政

小林　晟太朗 岡崎市柔道会　岡崎錬成 47

豊田市柔道会　上郷教室 45

23 鈴木　大翔 羽田野道場 伊藤　雅紀 蒲郡柔道スポーツ少年団 46

22 牧野　智樹 西尾市柔道会　幡豆教室 手島　大翔



※25番 杉浦 翼⽃（刈⾕市柔道クラブ）⇒（正）5年⽣男⼦

第29回全三河少年柔道大会

平成29年8月20日（日）

蒲郡市武道館

4年生男子

1 岩田　宗士 羽田野道場 山村　ジュリオ 豊橋東部柔道クラブ 32

2 木下　こう 岡崎市柔道会東レ教室 山﨑　響志朗 TOYOTA柔道クラブ 33

豊田市柔道会　豊田教室 34

4 加藤　琉雅 史道塾 村野　嵐弛 西尾市柔道会　鶴城教室 35

3 廣瀬　彰真 西尾市柔道会　鶴城教室 大塚　壮憲

西尾市柔道会　平坂教室 36

6 岡本　珠渚 TOYOTA柔道クラブ 西松　呼人 羽田野道場 37

5 永田　泰雄 岡崎市柔道会　岡崎錬成 山田　真玄

鈴木道場 38

8 荒川　慶太 西尾市柔道会　鶴城教室 松山　叶翔 幸田町柔道会 39

7 赤根　生羅 豊橋東部柔道クラブ 松井　創汰

みよし市柔道会 40

10 山村　瑠 新城柔道教室 古橋　真愛 豊橋武道館 41

9 片寄　伊織 禎真館 伊藤　颯悟

蒲郡柔道スポーツ少年団 42

12 土屋　蓮 豊田市柔道会　上郷教室 中川　拓真 杉山道場 43

11 藏本　凛太郎 柔道教授　岡田塾 宇田　雅敏

新城柔道教室 44

14 杉浦　颯太 西尾市柔道会　平坂教室 竹下　尚忠 西尾市柔道会　平坂教室 45

13 長谷部　敬次 杉山道場 垣内　一穏

羽田野道場 46

16 沢田　尚征 新城柔道教室 菅原　聡太 柔道教授　岡田塾 47

15 楠下　広賀 蒲郡柔道スポーツ少年団 棟近　亘翔

蒲郡柔道スポーツ少年団 48

18 新井　洸希 杉山道場 久野　巴琉斗 柔道教授　岡田塾 49

17 廣瀬　倖弥 西尾市柔道会　鶴城教室 水谷　謙太

豊橋東部柔道クラブ 50

20 吉田　優都 TOYOTA柔道クラブ 福坂　春陽 TOYOTA柔道クラブ 51

19 小林　利光 豊川柔道会 中村　謙介

幸田町柔道会 52

22 藤田　翔陽 柔道教授　岡田塾 井川　愛渉 西尾市柔道会　鶴城教室 53

21 加藤　翔太 桜武館 羽根渕　凱風

西尾市柔道会　一色教室 54

24 牧野　斗弥 羽田野道場 中村　健正 豊川柔道会 55

23 前田　飛翔 豊田市柔道会　上郷教室 神谷　柊太

豊田市柔道会　上郷教室 56

26 竹内　大吾 蒲郡柔道スポーツ少年団 川﨑　拓貴 禎真館 57

25 杉浦　翼斗 刈谷市柔道クラブ 松下　晴希

岡崎市柔道会　岡崎錬成 58

28 山下　ペドロ 豊橋東部柔道クラブ 今泉　佑麻 羽田野道場 59

27 黒柳　昊助 幸田町柔道会 城　陽斗

西尾市柔道会　平坂教室 6231 尾崎　哲平 西尾市柔道会　平坂教室 小田　来唯

安城柔道クラブ 60

30 加藤　汐音 田原市柔道会 狭石　忠臣 新城柔道教室 61

29 倉地　壱国 豊田市柔道会　豊田教室 羽渕　多郎



第29回全三河少年柔道大会

平成29年8月20日（日）

蒲郡市武道館

5年生女子

1 吉岡　実里 柔道教授　岡田塾 永野　華稀 TOYOTA柔道クラブ 11

2 鈴木　真白 羽田野道場 高津　沙希 蒲郡柔道スポーツ少年団 12

みよし市柔道会 13

4 桐戸　あずみ 幸田町柔道会 夏目　桃花 羽田野道場 14

3 神谷　歩美 隆永館 中村　帆花

豊田市柔道会　豊田教室 15

6 横山　史桜 蒲郡柔道スポーツ少年団 青木　結里 羽田野道場 16

5 甲地　杏菜 豊川柔道会 稲垣　杷乃華

幸田町柔道会 17

8 鈴木　瑠依 西尾市柔道会　幡豆教室 浅岡　美雪 みよし市柔道会 18

7 奥田　ユミエ 碧南市柔道会 竹境　捺妃

6年女子

1 岡田　彩花 西尾市柔道会　一色教室

柔道教授　岡田塾 19

10 山本　愛佳 みよし市柔道会 高須　詠 蒲郡柔道スポーツ少年団 20

9 羽田野　晴加 羽田野道場 西　菜沙

高畑　朱夏 ジェイテクト柔道クラブ 12

2 神田　姫居 杉山道場 榊原　彩乃 杉山道場 13

3 清水　祥 豊橋東部柔道クラブ 柴田　明依 羽田野道場 14

豊橋東部柔道クラブ 15

5 吉村　真奈 柔道教授　岡田塾 原田　桜和 羽田野道場 16

4 伊藤　綾乃 蒲郡柔道スポーツ少年団 ファリアスダニエリ

柔道教授　岡田塾 17

7 俊  玲衣香 岡崎市柔道会　東レ教室 吉田　花野 豊川柔道会 18

6 岩田　芽依 羽田野道場 森山　美咲

柔道教授　岡田塾 19

9 橋本　紗奈 豊橋一心館道場 片寄　杏俐 禎真館 20

8 鈴木　優菜 豊橋東部柔道クラブ 黒木　唯花

山本　あみ 羽田野道場 23

西尾市柔道会　幡豆教室 21

11 今泉　真巳 羽田野道場 戸澤　彩女 岡崎市柔道会　岡崎錬成 22

10 棚町　友衣菜 西尾市柔道会　幡豆教室 堀　結奈



第29回全三河少年柔道大会

平成29年8月20日（日）

蒲郡市武道館

5年生男子

1 嶋田　圭吾 羽田野道場 藤田　一郎 羽田野道場 28

2 中村　幸太郎 豊橋東部柔道クラブ 近藤　寛介 田原市柔道協会 29

幸田町柔道会 30

4 夏目　獅瞳 史道塾 仲本　エリキ 豊橋東部柔道クラブ 31

3 水野　龍希 幸田町柔道会 桐戸　旭

TOYOTA柔道クラブ 32

6 鈴木　介晴 豊田市柔道会　豊田教室 俵　鉄宗 豊田市柔道会　上郷教室 33

5 長嶋　祐志 岡崎市柔道会　東レ教室 福坂　桜可

禎真館 34

8 永坂　洸樹 碧南市柔道会 加藤　竣大 豊川柔道会 35

7 落合　隆豪 禎真館 松坂　拓郎

岡崎市柔道会　東レ教室 36

10 横田　高志 鈴木道場 佐藤　宏哉 豊橋一心館道場 37

9 川崎　嘉仁 TOYOTA柔道クラブ 村松　俊毅

桜武館 38

12 山田　時之介 豊川柔道会 小島　潤

11 今井　想大 安城柔道クラブ 牧野　虎次郎

碧南市柔道会 39

13 高柳　幹大 あおい柔道教室 柴田　一慶 羽田野道場 40

禎真館 41

15 山本　遥人 禎真館 佐々木　辿太 豊川柔道会 42

14 加見　玲悟 TOYOTA柔道クラブ 山本　孝仁

安城柔道クラブ 43

17 渡辺　哲也 豊川柔道会 井口　修乙 豊田市柔道会　豊田教室 44

16 杉浦　習斗 刈谷市柔道クラブ 前　喜太

新城柔道教室 45

19 中川　琉祁 西尾市柔道会　一色教室 沖田　瞬輝 あおい柔道教室 46

18 宮嶋　健太 西尾市柔道会　鶴城教室 坂野　泰季

岡崎市柔道会　岡崎錬成 47

21 赤根　琉生 豊橋東部柔道クラブ 加藤　彪雅 史道塾 48

20 鈴木　蓮都 あおい柔道教室 田中　圭人

TOYOTA柔道クラブ 49

23 足立　海斗 豊橋一心館道場 江口　亮太 鈴木道場 50

22 船見　太輝 碧南市柔道会 山﨑　劉輝

豊川柔道会 51

25 武内　凌空 岡崎市柔道会　東レ教室 杉江　斗真 西尾市柔道会　鶴城教室 52

24 近藤　駿 岡崎市柔道会　岡崎錬成 クルサド　あきら

羽田野道場 53

27 中山　大海 羽田野道場

26 鈴木　遥介 禎真館 山口　政嗣



第29回全三河少年柔道大会

平成29年8月20日（日）

蒲郡市武道館

6年生男子 (1)

1 鈴木　昇太 羽田野道場 棟近　凪翔 羽田野道場 18

2 伊牟田　航 岡崎市柔道会　岡崎錬成 竹内　大和 碧南市柔道会 19

豊田市柔道会　上郷教室 20

4 米倉　功輝 豊川柔道会 牧野　賢太 禎真館 21

3 大久保　翔夢 鈴木道場 白岩　陽清

岡崎市柔道会　東レ教室 22

6 高津　昇太 桜武館 中家　康明 柔道教授　岡田塾 23

5 杉山　侑太 杉山道場 岩附　乃偉

新城柔道教室 24

8 星野　瞬 西尾市柔道会　吉良教室 下田　寿桃 岡崎市柔道会　岡崎錬成 25

7 伊藤　風助 みよし市柔道会 伊藤　匡輝

大森柔道クラブ 26

10 柴田　恵杜 大森柔道クラブ 河野　幸村 豊橋一心館道場 27

9 足立　拓海 豊橋一心館道場 白井　琉勢

杉山道場 28

12 羽渕　豪 安城柔道クラブ 川村　翔 豊橋東部柔道クラブ 29

11 宮田　努人 豊田市柔道会　上郷教室 玉木　颯

TOYOTA柔道クラブ 30

14 松本　竹蔵 碧南市柔道会 伊藤　海 鈴木道場 31

13 坂口　怜 禎真館 梅村　好太

隆永館 32

16 久野　寛大 西尾市柔道会　一色教室 杉山　響 禎真館 33

15 牧野　龍哉 桜武館 古田　皓士

桜武館 34

天神　琉陽 安城柔道クラブ 35

17 山本　湧也 蒲郡柔道スポーツ少年団 川村　蓮太朗
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6年生男子 (2)

36 藤田　優作 羽田野道場 坂口　蒼真 岡崎市柔道会　岡崎錬成 54

37 高原　丈豊 安城柔道クラブ 鈴木　煌 蒲郡柔道スポーツ少年団 55

豊川柔道会 56

39 小早川　陽紀 岡崎市柔道会　岡崎錬成 坂井　孝太朗 隆永館 57

38 早川　耕太 刈谷市柔道クラブ 熊谷　和輝

岡崎市柔道会　東レ教室 58

41 加藤　駿和 豊橋一心館道場 近藤　颯 新城柔道教室 59

40 髙橋　佑直 蒲郡柔道スポーツ少年団 徳永　尋丈

杉山道場 60

43 安藤　寛斗 柔道教授　岡田塾 藤澤　陽佑 桜武館 61

42 船見　響樹 碧南市柔道会 新井　奏汰

みよし市柔道会 62

45 西野　礼康 西尾市柔道会　鶴城教室 酒井　健 鈴木道場 63

44 西村　理希 禎真館 長友　海陸

史道塾 64

47 鈴木　奏羽 鈴木道場 杉浦　珠樹 碧南市柔道会 65

46 星野　智也 新城柔道教室 小柳　勇仁

禎真館 66

49 有村　駿佑 豊田市柔道会　上郷教室 松平　凌空 岡崎市柔道会 67

48 西　大地 碧南市柔道会 荻野　楓大

TOYOTA柔道クラブ 68

51 太田　光信 大森柔道クラブ 手島　祐飛 豊田市柔道会　上郷教室 69

50 今泉　優太 桜武館 真田　範斗

羽田野道場 70

53 古橋　幸芽 豊橋武道館

52 伊藤　翔太 隆永館 前田　空


