
第15回
第21回

タキザワ　リュウヘイ イリトノ　ナオト イタクラ カゲトラ シラス　カズサ

滝沢 龍平 入戸野瑞斗 板倉 景虎 白須 和総
ワタナベ ショウタ ミタムラアキフミ フカサワ　タクト ヒライ リク

渡邉 翔太 三田村章文 深澤 匠翔 平井 璃空
ナイキ ユウスケ セキド　シオン カネマル レオ ワタナベ　ソウシ

内木 悠介 関戸 心響 金丸 怜央 渡辺 壮偲
ヤマザキ　カガキ オオイ　イズキ モリタシュウタロウ イトウ イサム

山崎 煌心 大井 稜己 森田秀太郎 伊藤 勇武
サスガ　アオイ カワムラ エイジ アイザワ　トキ ムトウ　キオ

流石　青 川村 英二 相澤 十輝 武藤 希旺
カヤヌマ ユウト カジハラ コウスケ ワタナベ　ヨシトシ ナカゴミ ホマレ

萱沼 優斗 梶原 煌介 渡邊 凱星 中込 帆稀
ナイトウ ハルキ コマツ ナオヤ アキヤマ カンタ オオバヤシ　カイト

内藤 遥輝 小松 直矢 秋山 幹太 大林 快音
ナカムラ ゲンキ ワタナベ　ショウ アキシカ リュウドウ タカノ リュウノスケ

中村 元樹 渡辺　翔 秋鹿 竜童 鷹埜龍之介
コスゲ シュウヤ ナガサワ　キリュウ ヒロセ アユム サナダ イッキ

小菅 柊哉 長澤 毅竜 広瀬 歩夢 眞田 一輝
モリモト　ソラ カガミ タケル ワタナベ タイキ ナトリ タイシ

森本　空 加々美 武 渡辺 大樹 名取 大志
ワカスギ　ココロ カツラギ トウヤ カサイ コウキ バチスタ ブルーノ

若杉 心路 葛城 統椰 河西 光貴 バチスタ ブルーノ

カシワギ　イッサ ドバシ カンタ ヨコハリ トモキ ホサカ　ショウ

柏木 一採 土橋 寛太 横張 友樹 保坂　湘

オカ アヤノ コバヤシ メイ ウチダ ココネ ムトウ カエラ

岡 あやの 小林 芽依 内田 心音 武藤花笑来
アメミヤ　コノハ アサカワ シズカ アメミヤ モモカ オザワ アイ

雨宮琴ノ葉 浅川 静香 雨宮萌々華 小澤 あい
イチカワ　ユメカ オサノ アイリ フジモリ　ココ ミヤシタ　アユ

市川 夢珂 小佐野愛梨 藤森 鼓子 宮下 愛結
ヤザキ　ミウ ワタナベ　ミヤコ ヤマデラ　サヨ ナカヤマ　ココロ

矢嵜 美羽 渡辺 雅子 山寺 紗世 中山こころ
カツマタヒナノ ノグチ　カスミ ワタナベ カナ フルヤマリナ

勝俣ひなの 野口 和純 渡辺 香奈 古屋まりな
タンザワマナミ コシヅカ　リン ヤノ カンナ モリタ アイコ

丹沢真奈美 腰塚　鈴 矢野 幹奈 森田 愛子
オクヤマ アカネ ツカダ　モナ ツチヤ ヒナ ミヤシタ　マイ

奥山 朱音 塚田 百菜 土屋 妃那 宮下 愛生
カガミミウ ヤマデラ　サキ マスダ リョウカ オマタ　アカリ

加々見美羽 山寺 紗輝 増田 涼花 小俣愛香梨
ワタナベ　アイナ ツカダ ユナ サカモト カホ ヤマザキ　ノカ

渡辺 愛夏 塚田 結菜 坂本 佳穂 山崎 暖心
フカサワ　マミ オザワ アユ イトウ　ユウ カガミ スミレ

深沢 茉未 小澤 あゆ 伊藤　優 加々美 菫

サイトウ　ケント トリヤマ　レン ミヤノ　コウキ イワマ コウタ

斉藤 兼史 鳥山　蓮 宮野 倖希 岩間 光汰
マルヤマ ハルキ カネマル ヤマト アカイケ オウキ キノシタ　ナオ

丸山 春希 金丸 大和 赤池 皇樹 木下　尚
テイ　タクナミ オサノタカト カワグチ　マナト オチアイ　ツバサ

鄭　拓凡 小佐野貴登 川口 愛翔 落合　翼
アマノ ムサシ オサノソウヤ ワタナベ シンジ オクヤマ トシタカ

天野 武蔵 小佐野颯也 渡辺 信二 奥山 寿孝
カガミショウセイ オギノ　シンタ タナベ リョウヤ コバヤシ　ゴウ

加々見翔世 荻野 慎大 田辺 諒也 小林　豪
ワタナベ　ダイ フシミ ユウヤ アシザワ コウセイ エンドウ タイセイ

渡邊　大 伏見 勇哉 蘆澤 好誠 遠藤 大成
シズメ　マヒロ オサノ　ユキヤ ハラ　シュウト ワタナベ アラタ

鎮目 愛尋 小佐野透也 原　秀斗 渡邊 新太
サトウ　ツバサ タカノ　コウキ カワノ テッタ モロズミ　リョウ

佐藤　翼 髙野 洸暉 河野 哲太 両角　崚
アマノ　リュウキ ミノ ソウタ ホリイケ　レイジ サトウ　ソウ

天野 隆希 三野 颯太 堀池 怜之 佐藤　宗

ナラ ユウカ ワタナベ マナ アラヤ ヒヨリ マシコ　ハル

奈良 祐香 渡辺 真菜 新谷 日和 益子　晴
ヤマモト　ウラン ヤマモト　ララ ヤマデラ　サエ ニシヤマ アヤノ

山本 海蘭 山本　夢 山寺 紗瑛 西山 綾乃
ヤマザキ　アイミ ミタ コナツ ミヤシタ ヒメミ サトウ アイカ

山崎 愛心 三田 瑚夏 宮下 姫実 佐藤 愛佳
ムラマツ カホ オタギリヒナコ オタギリマユウ スズキ リンカ

村松 夏帆 小田切陽菜子 小田切真優 鈴木 凜華
ミヤシタチホリ オサカベ　アヤ フジワラミナミ

宮下千穂里 刑部　綾 藤原みなみ
フジモト トモミ ワタナベ　アオイ ワタナベ アイナ

藤本 智美 渡邉 蒼生 渡邉 愛菜
タキザワ　リュウヘイ カヤヌマ ユウト サトウ　ツバサ オカ アヤノ

滝沢 龍平 萱沼 優斗 佐藤　翼 岡 あやの
ヤザキ　ミウ タンザワマナミ フカサワ　マミ ムラマツ カホ

矢嵜 美羽 丹沢真奈美 深沢 茉未 村松 夏帆

山 梨 県 少 年 柔 道 選 手 権 大 会
山 梨 県 柔 道 連 盟 会 長 杯 争 奪 少 年 柔 道 大 会
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悠信館 初狩
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年

軽量級

重量級

軽量級

重量級

八代 南アルプス

３
年

１
年

八代 龍心館

北富士

軽量級

重量級

誠心館

５
年

まるや 玉穂

孝道塾

重量級

軽量級

まるや 初狩 双葉

４
年

誠心館 双葉

玉穂

まるや 明生館 明生館

６
年

重量級

玉穂

明生館 玉穂

まるや 敷島

敷島 まるや 塩山 あすなろ

石和 まるや

誠心館 まるや

南アルプス まるや まるや 富士川

玉穂

重量級 日下部 武川 塩山 玉穂

小　学　校　女　子
２
年
以
下

軽量級 孝道塾 明生館 甲府柔道 甲州

４
年

軽量級 孝道塾 悠信館

まるや 明生館

重量級 孝道塾 孝道塾 韮崎 敷島

３
年

軽量級 まるや 北富士

まるや まるや

重量級 玉穂 孝道塾 一宮町 双葉

６
年

軽量級 まるや 北富士

敷島 明生館

重量級 まるや 韮崎市 疾風道場 初狩

５
年

軽量級 八代 北富士

玉穂 まるや

重量級 誠心館 玉穂 誠心館 まるや

中　学　校　男　子

１
年

軽量級 竜王中 竜王中 下吉田中 敷島中

中量級 敷島 南アルプス 吉田中 上野原中

重量級 下吉田中 下吉田中 一宮町 浅川中

湖南中 御坂中

中量級 下吉田中 石和 塩山中 富士川
２
年

軽量級 忍野中 吉田中

重量級 下吉田中 竜王中 双葉 身延中

３
年

軽量級 山梨南中 吉田中 吉田中 下吉田中

中量級 敷島 竜王中 身延中 悠信館

重量級 忍野中 竜王中 吉田中 敷島

重量級 孝道塾 吉田中 韮崎東中 竜王中

中　学　校　女　子

１
年

軽量級 竜王中 北富士 甲府北中 孝道塾

２
年

軽量級 吉田中 吉田中

韮崎東中

下吉田中 忍野中

重量級 浅川中 竜王中 竜王中 敷島中

孝道塾

玉穂 誠心館

３
年

軽量級 下吉田中 吉田中

まるや

孝道塾 浅川中

軽量級

重量級

軽量級

まるや 北富士 敷島 孝道塾

重量級 竜王中 下吉田中 湖南中

敢闘賞
八代 まるや 敷島


