
平成２８年５月１４日

名張市武道交流館いきいき

男子50ｋｇ級

山科雄也 三雲中 32

2 高倉慎生 神戸中 大上拓馬

1 飯田　蓮 四・南中

名張北 33

3 三石　龍 陽和中 松下総真 朝陽中 34

4 柏谷旭範 明和中 近藤竜馬 桜中 35

西岡永真 南勢中 36

6 佐野将太 光風中 前田快人

5 山下耕輝 南勢中

菰野中 37

7 前田磨緒 嬉野中 大杉圭一 朝明中 38

8 佐藤友真 菰野中 吉永和生 名張中 39

久保翔平 東観中 40

10 梅本良平 名張北 小松竜也

9 内野井祐希 朝明中

赤目中 41

11 岩﨑祥馬 尾鷲中 松下敦哉 内部中 42

12 佐藤志雲 内部中 西浦拓生 東部中 43

笹渕昂洋 木曽岬中 44

14 上野志惟汰 久居中 上原大生

13 岡本　佳 大池中

千代崎中 45

15 荘司拓海 矢渕中 鞘脇侑也 北勢中 46

16 森川泰伸 桜中 前田聖人 久保中 47

石田大輔 木本中 48

18 鞘脇直也 北勢中 松本隼弥

17 中島翔哉 木曽岬中

亀山中 49

19 橋田義樹 久居西中 橋本　武 木曽岬中 50

20 松村翔真 朝陽中 長井一真 松・中部中 51

内山愁人 陽和中 52

22 山本航輝 久保中 水谷伊吹

21 上谷智輝 南勢中

朝明中 53

23 樋口　匠 朝明中 杉森洸大 港中 54

24 内藤一歩 四・中部中 川上颯太 桜中 55

伊坂拓也 内部中 56

26 田中優羽 三雲中 山本航平

25 坂口拓未 久居中

大池中 57

27 黒田楓太 鳥羽東中 辻村聡志 千代崎中 58

28 矢野　篤 大池中 横角　碧 芸濃中 59

川瀬健作

29 岡田航輝 陽和中

第４７回三重県中学生柔道体重別選手権大会　結果

62

大安中 61

31 千田尚暉 千代崎中 山村隆斗 久居中
松村翔真
朝陽中

山村隆斗
久居中

前田龍泉旭 嬉野中 60

30 高柳　颯 菰野中



男子55ｋｇ級

柏谷歩槻 明和中 26

2 山本匠悟 四・南中 加賀悠也

1 加藤公央 朝明中

菰野中 27

3 楠野天朗 千代崎中 齋藤　翼 三雲中 28

4 庵前宥斗 飛鳥中 中川健太郎 朝陽中 29

森倉康太 飛鳥中 30

6 西村省栄 桜中 伊藤尚輝

5 谷口亜聡 矢渕中

千代崎中 31

7 高橋　樹 赤目中 坂口凌央 赤目中 32

8 潮田　剛 明和中 福田陸人 朝明中 33

今西洋太 鳥羽東中 34

10 山下和輝 朝陽中 古川桐芙

9 尾崎勝海 菰野中

大池中 35

11 松井紀斗 木曽岬中 鈴木智貴 大安中 36

12 伊藤優太 三雲中 杣田一輝 陽和中 37

佐尾山征法 名張北 38

14 北森大輔 赤目中 山路渓人

13 島田将成 大木中

木本中 39

15 小野航生 三雲中 筒井穣亮 多気中 40

16 中川陽介 東観中 福山瞬生 飛鳥中 41

前村悠真 名張中 42

18 和田琉生 三滝中 佐藤壮太

17 アクナイニアキ 四・中部中

朝明中 43

19 浜田　翔 朝明中 伊藤誓琉 四・中部中 44

20 谷口大翔 松・中部中 池田拓真 大木中 45

伊藤涼音 木曽岬中 46

22 ラオレンス　デニエル 久保中 榊原幸之助

21 木村玄紀 高田中

菰野中 47

23 岡田龍哉 陽和中 横田晃一 久居中 48

24 森　拓海 木曽岬中 吉岡龍矢 久保中 49

脇　稜太 桜中 50

前川泰土 松・中部中 51

25 安田遥稀 成徳中
安田遥稀 福田陸人

成徳中 朝明中



男子60ｋｇ級

明石楓矢 松井大知

大安中 三滝中

松井大知 三滝中 18

2 浦田怜治 明和中 北森圭允

1 尾崎龍海 菰野中

赤目中 19

3 森　元臣 楠中 服部誠祐 朝明中 20

4 石山拳士 四・南中 村井　尊 名張中 21

冨田裕貴 四・中部中 22

6 日沖俊介 大安中 松本悠志

5 近澤慧太 芸濃中

亀山中 23

7 北仲恒喜 木本中 伊藤　大 四・南中 24

8 梅本広太 鳥羽東中 木下竜輝 鳥羽東中 25

別所幹太 高田中 26

10 宮路士巧馬 名張中 川北凱允

9 篠田　将 三滝中

菰野中 27

11 𠮷田好喜 名張北 長谷川皓 四・南中 28

31

32

12 伊藤陽祐 富洲原中 田中　准 朝陽中 29

15 谷　竜生 久居中 奥田龍至 松・西中

33

17 明石楓矢 大安中

島地純平 宮川中 30

14 中村滉平 鳥羽東中 山本晃聖

13 太田匠海 桜中

木曽岬中

16 寺輪大樹 長島中 佐野瑠栄 大安中



男子66ｋｇ級

男子73ｋｇ級

弓矢健輔 伊藤好誠
大安中 矢渕中

岡　和摩 渡邉敦也
大安中 松・中部中

三滝中

奥川　空 久居中

中森大介 赤目中

渡邉敦也 松・中部中

28

井原翔太 長島中 27

14 松本大武 千代崎中 本郷雄也

13 岡井浩介 赤目中

12 岡　和摩 大安中 伊藤　遼 亀山中 26

11 淺井大成 安乗中 藤本　真 南勢中 25

23

10 大本達哉 赤目中 岡野海斗

9 堤　一喜 城田中

赤目中 24

8 岡田和真 松・中部中 大丸朗典 厚生中 22

7 服部和生 三滝中 江川公陽 大池中 21

19

6 濱田彰士 赤目中 和田唯翔

5 岳野基矢 木本中

四・南中 20

4 井村侑希 四・南中 関谷　嵐 三滝中 18

3 森本貴也 有馬中 世古竜規 鳥羽東中 17

15

2 高橋タダシ 朝陽中 指原侑真

1 森田光裕 大紀中

名張中 16

伊藤好誠 矢渕中 16

2 嶌田有作 芸濃中 平石夏惟人

1 弓矢健輔 大安中

四・南中 17

3 唐沢天佑 三滝中 平尾快士 桜中 18

4 小林優斗 千代崎中 伊藤　隼 大安中 19

諸岡大志 芸濃中 20

6 庵前　駿 飛鳥中 島田慎平

5 川井彦輝 木本中

木本中 21

7 三井　優 名張中 庄司　快 千代崎中 22

8 芝下直希 矢渕中 井上裕心 久居中 23

長谷川航志 五十鈴中 24

10 大橋俊介 朝明中 上村真寛

9 濱地健心 木本中

鳥羽東中 25

11 柿市寛太 菰野中 村鳥榛哉 大池中 26

12 中村航太 鳥羽東中 大久保翔 三滝中 27

三雲中

森本健太 木本中 28

14 東　宏樹 四・中部中 中村将大

13 切江陽星 神戸中

三雲中 29

15 落合　陸



男子81ｋｇ級

男子90ｋｇ級

男子90ｋｇ超級

女子40kg級

松山竜也 合田哲平
名張北中 大安中

伊藤瑞姫 山田 叶
大安中 菰野中

伊藤匠海
久居中

5 カスティヨルイス

西浦啓司 田村優我
矢渕中 名張中

山口雄大 稲垣　遼
三滝中 三滝中

6 伊藤智起 明和中

大田誠斗

谷川　蒼

1 宮本ほの 明和中

2 二宮悠麻 大安中

山田 叶 菰野中 8

4 伊藤瑞姫 大安中 泉屋天楽 久居中 11

朝明中 9

3 林　愛美 神戸中 伊藤乃愛 桜中 10

名張中 12

6 杼森柚希 名張中 大安中 13

7 打田優華 セントヨゼフ

葛巻七美

5 加藤万里奈 朝明中 吉田　茜

天栄中 5

東　修平 三雲中 6
3 松山竜也 名張北中

合田哲平 大安中 4

2 川崎　和 木本中

1 山本亮我

14

鳥羽東中 13

7 山口雄大 三滝中 鈴木快晴 一志中

山神隼都

久保中 11

萩　充洋 大池中 12

4 丹生行真 大紀中

千代崎中

五十鈴中 9

3 齋藤拓真 四・南中 新井総馬 久居中 10

稲垣　遼 三滝中 8

2 久森允貴 久保中 伊勢谷吏駆

1 島田優太 大安中

7 吉川大翔 鳥羽東中

川口嵩斐 朝陽中

田村優我 名張中 8

2 前　潤哉 千代崎中 青　舜生

1 岡山　翔 桜中

芸濃中 9

3 田中拓海 一身田中 奥山尚弥 多気中 10

4 杉浦志龍 陽和中 高橋和希 桜中 11

山上統也 御薗中 12

6 西浦啓司 矢渕中

5 梅原　一樹 東観中

15

久保中 13

吉田礼於 菰野中 14

サンチェス　ニル



女子44kg級

女子48kg級

女子52kg級

桜中 亀山中

柴口桃歌 小林ゆう
神戸中 大池中

下倉万季 生峰羽澄
皇学館中 久居西中

長谷川日奈子 川本莉世

8 美女平うた 飛鳥中

5 岡　那奈 沼木中

10 長谷川日奈子 桜中

9 藤井結菜 亀山中

川本莉世 亀山中 18

奥田咲希 楠中 20

畦地マリア 長島中 19

4 柳澤萌伽 木曽岬中

三滝中 16

7 上村優美 鳥羽東中 岩間未矩 朝明中 17

伊藤穂乃花6 藤澤芙優 千代崎中

大﨑ゆりあ 木本中 13

加藤さよ 木曽岬中 14

吉澤沙耶 尾鷲中 15

小林綾菜

1 大西亜虹 三雲中

芸濃中 12

3 山本実希 五十鈴中

生峰羽澄 久居西中 168 青木七音 神戸中

奥山由那 豊浜中 11

2 佐伯采瞳 名張北

6 福本菜月 朝明中 木曽岬中 14

7 川﨑　絢 大安中 内藤美海 長島中 15

伊藤水里

立石有佐 千代崎中 12

安井ことみ 朝明中 13

4 フェンテス　ジェイアン 久保中

5 下倉万季 皇学館中

3 永岡花咲 名張中 濱崎あかり 四・南中 11

大石結菜 朝陽中　 9

2 長谷川茉佑 朝明中 鈴木しづる

1 平賀美羽 松・中部中

有馬中 10

久保初綺 松・中部中 10

2 大谷綾香 小俣中 寺尾奈夏

1 泉屋天夢 久居中

朝明中 11

川崎祥乃 千代崎中 12

4 佐藤天音 大安中 川上みのる 三滝中 13

3 吉原花梨 朝明中

宮﨑　唯 赤目中 14

6 大川さくら 尾鷲中

5 水谷　葵 神戸中

大安中 15西川綾乃

7 近藤未禄 大安中 下村真咲喜 朝明中 16

8 浦上　茜 東観中 杉野ほのか 神戸中 17

小林ゆう 大池中 189 柴口桃歌 神戸中



女子57kg級

女子63kg級

女子70kg級

女子70kg超級

北勢中

松田　蘭 下川あみ
陽和中 大安中

上原さくら 中嶋もも
千代崎中 久居中

石谷香乃

殿町中 7

下川あみ 大安中 6

西岡すずね 太田絢野
南勢中 亀山中

赤目中 5

中嶋もも 久居中 6

3

4

川口美幸 四・南中

2 石谷香乃 北勢中 田部絵梨 木曽岬中

1 水谷汐莉 桜中

3 植村　萌 成徳中

2 上原さくら 千代崎中

1 一木渚沙 北勢中

白石マリエ ニッケン学園 9

5 松田　蘭 陽和中

4 フラド　アレン　サラ 久保中

髙田亜依 明和中 4

好村真雪

3 鈴木麻奈 白子中 奥野　綾 芸濃中 8

2 森田瑞樹 名張中 阪本眞晝

1 伊勢谷晏未 三滝中

太田絢野 亀山中 8

2 世古彩夏 三雲中 大西ひびき

1 川村幸花 三滝中

四・中部中 9

3 石川夢姫 千代崎中 辻木梨子 尾鷲中 10

4 深江　花 鳥羽東中 富澤菫花 千代崎中 11

平尾みなみ 桜中 12

6 奥山楓花 桜中

5 渡部乃愛 有馬中

名張北中 13乾　晴実

7 西岡すずね 南勢中

飯田美緑 高田中 15

辻　樹羅 明和中 14



50 山科雄也 三雲中 岩﨑祥馬 尾鷲中 山村隆斗 久居中 松村翔真 朝陽中

55 加藤公央 朝明中 前川泰土 松・中部中 安田遥稀 成徳中 福田陸人 朝明中

60 佐野瑠栄 大安中 尾崎龍海 菰野中 松井大知 三滝中 明石楓矢 大安中

66 中村将大 三雲中 落合　陸 三雲中 伊藤好誠 矢渕中 弓矢健輔 大安中

73 本郷雄也 三滝中 森田光裕 大紀中 岡　和摩 大安中 渡邉敦也 松・中部中

81 岡山　翔 桜中 川口嵩斐 朝陽中 西浦啓司 矢渕中 田村優我 名張中

90 島田優太 大安中 鈴木快晴 一志中 稲垣　遼 三滝中 山口雄大 三滝中

＋90 山本亮我 久居中 東　修平 三雲中 合田哲平 大安中 松山竜也 名張北中

40 葛巻七美 大安中 宮本ほの 明和中 山田 叶 菰野中 伊藤瑞姫 大安中

44 久保初綺 松・中部中 泉屋天夢 久居中 柴口桃歌 神戸中 小林ゆう 大池中

48 平賀美羽 松・中部中 大石結菜 朝陽中　 生峰羽澄 久居西中 下倉万季 皇学館中

52 大西亜虹 三雲中 奥山由那 豊浜中 川本莉世 亀山中 長谷川日奈子 桜中

57 川村幸花 三滝中 飯田美緑 高田中 西岡すずね 南勢中 太田絢野 亀山中

63 伊勢谷晏未 三滝中 白石マリエ ニッケン学園 松田　蘭 陽和中 下川あみ 大安中

70 一木渚沙 北勢中 好村真雪 赤目中 上原さくら 千代崎中 中嶋もも 久居中

＋70 水谷汐莉 桜中 川口美幸 四・南中 石谷香乃 北勢中 - -

女
子

優勝 2位 3位 3位

男
子


