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かい ゆうい いのうえ はると たかね じょうたろう こばやし けいご

甲斐雄偉 井上陽葵 高根丈太郎 小林慧悟
わたなべ こうせい おびかね そら こばやし こうよう おの はると

渡辺晃誠 帯金そら 小林煌庸 小野遙斗
おかだ ゆうし せきど ゆうしん くぼた ゆうし かい つばさ

岡田悠志 関戸優心 窪田有志 甲斐飛翔
おおき ゆうと くぼかわ なつ にしじま ようた わたなべ しん

大木雄登 窪川 夏 西嶋陽太 渡邊 心
しらす かずさ わたなべ しゅうせい さとう なりやす いりとの なおと

白須和総 渡辺柊成 佐藤成泰 入戸野瑞斗
あまの たかひろ ひらいし みなと ふるかわ らい ひらい りく

天野貴博 平石 湊 古川 來 平井璃空
やまざき かがき おかだ りゅうま とがわ えいた かい だいち

山崎煌心 岡田琉真 外川瑛汰 甲斐大智
いとう いさむ おおい いずき うえだ しょうた

伊藤勇武 大井稜己 上田翔太 バチスタルーカス

かじひはら こうすけ さい せいけん なかごみ　ほまれ おびかね しゅうや

梶原煌介 崔 世賢 中込帆稀 帯金秀弥
すがぬま ゆうと しが　たつき いけだ　そうすけ かがみ いぶき

萱沼優斗 志賀龍樹 池田壮介 加々美維吹
むとう げんき おやまだ そら あきやま かんた ないとう はるき

武藤源輝 小山田 空 秋山幹太 内藤遥輝
なかむら せいた わたなべ しょう ながさこ よしのり わたなべ そら

中山惺太 渡辺 翔 長廻義則 渡邊 天

はじかの あおい おの きこ みたむら まなみ はたの ひかり

初鹿野葵陽 小野公子 三田村愛美 畑野光利
さとう みおの ふかだ　のの しおざわ　えび

ﾊﾞﾁｽﾀｱﾘｰﾈ 佐藤澪乃 深田のの 塩澤慧批
つかだ　せな たきぐち りよ いらい しゅりあ うえだ あいき

塚田汐菜 滝口莉代 平井朱莉愛 上田愛輝
おざわ　あい おおぎ ももか みやした りお あめみや ももか

小澤あい 大木ももな 宮下俐緒 雨宮萌々華
おか　あやの おの はなみ さわき ゆずか くぼた みらん

岡あやの 小野花実 澤木柚香 窪田美蘭
あめみや このは あさかわ しずか あらい　める さえぐさ かりな

雨宮琴ノ葉 浅川静香 新井萌留 三枝香里奈
いちかわ ゆめか みやした　あゆ たんざわ なつき ふじもり　ここ

市川夢珂 宮下愛結 丹沢菜月 藤森鼓子
やざき　みう なかだ　ここ こばやし　きほ なかごみ ゆうな

矢嵜美羽 中田心子 小林希帆 中込侑奈
のぐち かずみ かつまた ひなの ふるや まりな わたなべ かな

野口和純 勝俣ひなの 古屋まりな 渡辺香奈
たんざわ まなみ はやかわ りんか もりた あいこ こしづか りん

丹沢真奈美 早川稟華 森田彩音 腰塚 鈴

いけや しょう たかざわ かずき あきやま だいち さなだ いっき

池谷 脩 髙澤和起 秋山大地 眞田一輝
わたなべ げんすけ わたなべ だいき しみず ひろむ こすげ しゅうや

渡邊元翼 渡邉大樹 清水大夢 小菅柊哉
ますこ やまと わたなべ たかひろ もりもと そら かがみ たける

益子大和 渡邊貴博 森本 空 加々美 武
かつらぎ とうや ふるや はると やの たくま いいじま せいあ

葛城統椰 古屋遥斗 矢野巧真 飯島聖愛
おおば はるき かさい こうき こづか りく わかすぎ こころ

大場嬉春 河西光貴 狐塚怜玖 若杉心路
よこはり ともき にしかわ　かずま あめみや ゆうが おさだ りゅうが

横張友樹 西川和摩 雨宮幸雅 長田竜駕
さいとう けんと みやの こうき はしもと かずさ こうの おうすけ

齊藤兼史 宮野倖希 橋本寿冴 河野旺介
とりやま れん きのした なお なかじま ゆきや なら れんた

鳥山 蓮 木下 尚 中嶋雪矢 奈良蓮太
てい たくなみ みやはら がくと おちあい つばさ かぶとや せいや

鄭 拓凡 宮原楽翔 落合 翼 甲谷聖也

つかだ もな おくやま あかね おぎの ゆめか たんざわ みつき

塚田百菜 奥山朱音 荻野夢花 丹沢美月
つちや ひな ますだ りょうか とがわ めい やまでら さき

土屋妃那 増田涼花 外川芽生 山寺紗輝
つかだ ゆな さかもと かほ しげみ さきな みお ひより

塚田結菜 坂本佳穂 重見咲紀菜 見尾妃代莉
おざわ あゆ かがみ すみれ いけだ かなこ いとう ゆう

小澤あゆ 加々美 菫 池田奏子 伊藤 優
なら ゆうか ふるや はるな きびた しずく おまた ゆずか

奈良祐香 古屋陽菜 黍田紫月 小俣柚花
やまもと うらん やまもと らら たかはし にいな ますこ はる

山本海蘭 山本 夢 髙橋にいな 益子 晴
あまの たかひろ おざわ　あい やまざき　かがき いとう　いさむ

天野貴博 小澤あい 山崎煌心 伊藤勇武
あめみや このは なかやま　せいた よこはり　ともき さいとう　けんと

雨宮琴ノ葉 中山惺太 横張友樹 齊藤兼史

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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小　学　校　女　子
２
年
以
下

軽量級 南ア市 北富士 初狩 明生館

３
年

軽量級 北富士 明生館

石和 紘道館

重量級 玉穂 敷島 紘道館 南ア市

軽量級 孝道塾 甲府柔道

初狩 富士川町

重量級 玉穂 南ア市 まるや 塩山

重量級 日下部 武川 甲府柔道 初狩

６
年

軽量級 悠信館 孝道塾

玉穂 まるや

重量級 孝道塾 敷島 南ア市 悠信館

５
年

４
年

軽量級 まるや 明生館

まるや まるや

重量級 玉穂 一宮町 双葉 孝道塾

中　学　校　男　子

１
年

軽量級 下吉田中 下吉田中 下吉田中 下吉田中

中量級 下吉田中 下吉田中 城南中 下吉田中

重量級 孝道塾 下吉田中 竜王中 湖南中

御坂中 石和中

中量級 敷島中 下吉田中 竜王中 石和中
２
年

軽量級 下吉田中 山梨南中

重量級 敷島 一宮町 山梨北中 下吉田中

３
年

軽量級 竜王中 下吉田中 上野原中 身延中

中量級 竜王中 上野原中 身延中 上野原中

重量級 下吉田中 甲府北中 浅川中 下吉田中

韮崎東中

中　学　校　女　子

１
年

軽量級 下吉田中 御坂中 石和 玉穂

まるや 玉穂 あすなろ

重量級 孝道塾 忍野中 龍心館 孝道塾

孝道塾 都留二中

竜王中 竜王中

重量級 玉穂 下吉田中 塩山中 竜王中

軽量級 竜王中 湖南中

重量級 敷島中 上野原中 北富士

誠心館

孝道塾 敷島

３
年

２
年

軽量級 下吉田中 玉穂

日下部 竜王中
敢闘賞

孝道塾 玉穂 まるや


