
於：佐倉市民体育館

種別 階級 １位　氏名 クラブ名 ２位　氏名 クラブ名 ３位　氏名 クラブ名 ３位　氏名 クラブ名

4年女子 28㎏級 片岡　優 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 日向　玲奈 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年女子 30㎏級 阿部　ひかる 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年女子 36㎏級 中澤　美佳 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年女子 ＋36㎏級 若菜  光莉 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中川  凛栞 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 冨田　美陽 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年男子 26㎏級 三本　海斗 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 岩上　真大 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

4年男子 28㎏級 川越　司 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年男子 30㎏級 石橋　哲弥 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年男子 32㎏級 山浦　大弥 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 古屋　颯太 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年男子 34㎏級 斉藤　正樹 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年男子 36㎏級 鶴屋　玲央 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 正木　治多 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4年男子 +36㎏級 田子　蒼真 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 木﨑　太賀 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5年女子 32㎏級 小岩　芽以 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5年女子 38㎏級 福丸  真央 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5年女子 47㎏級 木村　美海 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

5年男子 30㎏級 小野　志龍 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 曽田  涼介 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5年男子 32㎏級 椎名　遥玖 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 古市　大翔 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 釣崎　春太 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 西島　　輝 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5年男子 35㎏級 後藤　啓介 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5年男子 38㎏級 篠塚  直輝 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5年男子 41㎏級 中村　司 ｱﾗｲｱﾝｽ

5年男子 47㎏級 新家谷 倖和 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 太田 昇聖 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

5年男子 +47㎏級 岡野力毅丸 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年女子 38㎏級 川瀬　優杏 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山浦　実旺 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年女子 41㎏級 木村　ゆず 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年女子 44㎏級 高橋　まり 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年女子 +47㎏級 吉田 ロヤ 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 新家谷 和奏 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 中川  颯栞 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
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6年男子 32㎏級 渡辺　伊織 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 宮﨑　彪 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年男子 35㎏級 髙橋  侑平 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年男子 38㎏級 吉田 アリヤ 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 阿部　貫太 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 武石　凱心 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

6年男子 41㎏級 金原  怜司 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 紺野  哲平 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年男子 44㎏級 小嶋　啓斗 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 日向　翔悟 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年男子 50㎏級 長谷川　颯 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6年男子 53㎏級 鶴屋　浩斗 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 木﨑　駿斗 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

中学女子 46㎏級 木村　彩夏 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

中学男子 38㎏級 永井 陸人 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 小島　来輝 野田一中

中学男子 41㎏級 片岡　大河 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 小岩　皆人 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小川　礼寿 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 相澤　幸介 二川中

中学男子 44㎏級 寺田　謙也 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 飯野　雄大 二川中 戸邉　旺輝 野田一中

中学男子 48㎏級 松澤　快 ｱﾗｲｱﾝｽ 小笠原　雅耀 二川中 末吉　祥惺 野田一中 大塚　蒼史 野田一中

中学男子 52㎏級 木村　太智 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 高橋　慧大 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 浅井　晴斗 高安組ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 片野　瑛斗 二川中

中学男子 57㎏級 北井　涼都 高安組ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 砂田　隼兵 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 後藤　隼介 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

中学男子 62㎏級 古市　一翔 野田一中 西島　太智 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐々木  時生 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小野寺 剛志 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

中学男子 68㎏級 石山　楽孔 二川中

中学男子 75㎏級 佐藤　秀一郎 八千代松陰中

フレッシュマン 軽量級 古屋　健吾 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤  豪康 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

フレッシュマン 中量級 太田　宜範 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 片岡　淳 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 宮内  義博 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 末吉　亨 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ


