
於：佐倉市民体育館

種別 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

小学4年男子 26 ㎏級 渡辺　伊織 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年男子 28 ㎏級 宮﨑　彪 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 堀井　和生 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年女子 28 ㎏級 佐藤　宝瑠 GOLDEN STAR 河村　真琴 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年男子 30 ㎏級 山鹿　辰士 GOLDEN STAR 石井　貫太 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 藤田 浩生 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 吉田　煌 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年男子 32 ㎏級 吉田　アリヤ 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 日向　翔悟 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 地挽　斗真 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 蓼沼　裕弥 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

小学4年女子 32 ㎏級 山浦　実旺 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高橋　まり 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年男子 34 ㎏級 鈴木　義経 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年男子 36 ㎏級 小嶋　啓斗 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年女子 36 ㎏級 山本　愛莉 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

小学4年男子 38 ㎏級 佐藤　樹 GOLDEN STAR

小学4年男子 44 ㎏級 木﨑　駿斗 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学4年女子 +38 ㎏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

小学5年男子 30 ㎏級 小島　来輝 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学5年男子 32 ㎏級 大橋　慶士 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

小学5年男子 35 ㎏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 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 加藤　純正 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 松澤　快 ｱﾗｲｱﾝｽ

小学5年男子 38 ㎏級 末吉　祥惺 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学5年女子 38 ㎏級 松田　菜々美 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

小学5年女子 41 ㎏級 奥田　南桜 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学5年男子 41 ㎏級 高橋　柊生 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡山 章太郎 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北井　涼都 ｱﾗｲｱﾝｽ 池田　剛志 ｱﾗｲｱﾝｽ

小学5年男子 47 ㎏級 若菜　陽樹 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学5年男子 50 ㎏級 石原 蒼一朗 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学5年男子 53 ㎏級 瀬能　大晴 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学5年男子 +53 ㎏級 金澤　空大 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
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小学6年男子 32 ㎏級 石橋　篤弥 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 桃井　翔馬 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学6年女子 32 ㎏級 河村　京　 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学6年女子 35 ㎏級 佐々木　里菜 GOLDEN STAR 池田　陽 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 會田　真紘 GOLDEN STAR

小学6年男子 35 ㎏級 高野　航成 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

小学6年男子 38 ㎏級 岡田　卓己 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学6年男子 41 ㎏級 高橋　慧大 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 池森　拓人 GOLDEN STAR 前野　修吾 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 浅井　晴斗 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学6年女子 44 ㎏級 今関　瑠音 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学6年男子 44 ㎏級 後藤　隼介 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山塚　晃誠 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学6年男子 50 ㎏級 本荘　拓真 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小学6年男子 +50 ㎏級 佐々木　時生 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

中学男子 38 ㎏級 島谷　真和 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 橋本　歩武 野田一中 木下　聖斗 野田一中

中学男子 42 ㎏級 小野寺　和輝 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 金澤　立空 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岩田　颯真 野田一中

中学男子 47 ㎏級 鶴屋　怜 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 穴田　禅侍 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 後藤　迅秀 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 菅原　隼 ｱﾗｲｱﾝｽ

中学男子 53 ㎏級 小嶋　悠斗 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 早見　和馬 GOLDEN STAR 辻本　洸 八千代松陰中 田島　柚希 野田一中

中学男子 59 ㎏級 奥田　柊王 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 池田　倫 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 根本　勇輝 野田一中 渡辺　有飛 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

中学女子 62 ㎏級 伊波　琴美 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

中学男子 66 ㎏級 吉田　アラシ 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 佐々木　千秋 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 長　拓海 野田一中 辻　隼成 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

中学男子 73 ㎏級 山根　夏輝 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

中学男子 85 ㎏級

中学男子 110 ㎏級

フレッシュマン 軽量級 佐藤　豪康 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 稲葉　康之 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新家谷　崇 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

フレッシュマン 中量級 野田　朋宏 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 宮内　義博 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

フレッシュマン 重量級 河村　悦宏 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 正木　忠則 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ


