
教室対抗団体戦

優　勝

第２位

第３位

個人戦

小学生
優　勝 杉浦　玄 吉良教室 優　勝 古川　咲希子 一色教室

第２位 藤井　勇瑠 鶴城教室 第２位 山﨑　彩花 一色教室

第３位 田村　仁睦 幡豆教室 第３位 渡辺　笑佳 一色教室

第３位 星野　諒 吉良教室

優　勝 都築　蒼空 一色教室 優　勝 神谷　涼香 一色教室

第２位 尾崎　壮治朗 平坂教室 第２位 杉田　絢音 鶴城教室

第３位 堀　航輔 幡豆教室 第３位 斉藤　さくら 一色教室

第３位 澤邉　大稀 鶴城教室 第３位 杉江　莉子 鶴城教室

優　勝 禰宜田　春陽 平坂教室 優　勝 稲垣　凪沙 一色教室

第２位 原田　蒼太 平坂教室 第２位 瀧澤　莉愛 一色教室

第３位 田村　一晋 幡豆教室 第３位 石川　陽菜 一色教室

第３位 岩瀬　煌汰郎 平坂教室 第３位 磯村　心葉 平坂教室

優　勝 松田　大侍 鶴城教室 優　勝 野澤　世奈 平坂教室

第２位 永田　遼太郎 鶴城教室 第２位 高橋　典子 平坂教室

第３位 古川　孝助 一色教室 第３位 中村　こころ 吉良教室

第３位 西元　裕宗 幡豆教室

優　勝 小田　来唯 平坂教室 優　勝 橋本　苗 平坂教室

第２位 山田　真玄 平坂教室 第２位 斎藤　泉月 吉良教室

第３位 村野　嵐弛 鶴城教室 第３位 尾崎　明日香 吉良教室

第３位 竹下　尚忠 平坂教室 第３位 浅井　結菜 一色教室

優　勝 中川　琉祁 一色教室 優　勝 鈴木　瑠依 幡豆教室

第２位 杉江　斗真 鶴城教室 第２位 藤井　陽菜 一色教室

第３位 廣瀬　行成 鶴城教室 第３位 中根　みなみ 平坂教室

第３位 宮嶋　健太 鶴城教室

第６４回西尾市市民体育大会柔道競技結果

１年生　男子の部 1年生　女子の部

2年生の部 2年生　女子の部

3年生　男子の部 3年生　女子の部

一　色　教　室

平　坂　教　室

鶴　城　教　室

4年生　男子の部 4年生　女子の部

5年生　男子の部 5年生　女子の部

6年生　男子の部 6年生　女子の部



中学生
優　勝 久野　寛大 一色中 優　勝 岡田　彩花 一色中

第２位 杜　燚輝　 一色中 第２位 岩月　星那 吉良中

第３位 星野　舜 吉良中 第３位 高橋　沙弥 西尾中

第３位 大橋　一吹 西尾中 第３位 斉藤　保乃華 吉良中

優　勝 大迫　ﾙｰｶｽ 西尾中 優　勝 榊原　共笑 一色中

第２位 山口　倫 吉良中 第２位 近藤　愛紗 鶴城中

第３位 山田　結大 一色中 第３位 村松　由貴乃 一色中

第３位 望月　健太 一色中 第３位 永田　暖奈 平坂中

優　勝 加藤　陸人 鶴城中 優勝 井上　柔 鶴城中

第２位 長尾　優次郎 平坂中 第２位 中根　梨々花 平坂中

第３位 佐藤　ﾌﾞﾙｰﾉ 平坂中

第３位 竹下　博忠 平坂中

高校生
優　勝 石田　隼人 一色高 優勝 岡野　彩香 三好高

第２位 榊原　友希 一色高 第２位 黒木　遥香 一色高

第３位 神谷　陸杜 西尾東高 第３位 為　愛子 三好高

第３位 杉山　大紀 西尾高

優　勝 井上　渉 名古屋大谷 優勝 神谷　陸杜 西尾東高

第２位 山下　海也 一色高 第２位 日比　大喜 一色高

第３位 浅井　大輔 西尾高 第３位 小栗　遼人 一色高

第３位 竹下　義忠 碧南高

優勝 戸村　亨 一色高

第２位 遠藤　大貴 一色高

第３位 小林　丈流 一色高

一般
優　勝 本多　充来 吉良教室

第２位 市川　大訓 満洋丸

第３位 金澤　哲郎 一色教室

第３位 原口　真一 満洋丸

女子の部

3年生　男子の部 3年生　女子の部

2年生　男子の部

3年生　男子の部

一般　男子の部

１年生　男子の部 1年生　女子の部

2年生　男子の部 2年生　女子の部

1年生　男子の部

無段　男子の部


