
優  勝 準優勝 三  位 三  位

畑中　太惺 小林　春道 本郷　大和 市野　健史郎
四・さくら道場 桑・石榑道場 四・かわごえ柔塾 牟・紀宝柔道会

坂山　京 松岡　亜弥 前田　花音 市野　凪沙
松・松阪市武道館 鈴・庄野柔道クラブ 松・松阪市武道館 松・松阪市武道館

田岡　幹生 大平　壮真 豊原　駿 小林　拓生
津・久居柔道教室 桑・尚武館 桑・桑名柔道教室 賀・山里道場

稲澤　真央 稲沢　咲良 吉松　夏希 岡崎　葵
賀・名張スポ少 賀・伊賀柔道教室 津・久居柔道教室 賀・名張スポ少

永田　晃太郎 鶴見　航大 松本　昊空 髙村　悠聖
四・菰野柔道教室 津・久居柔道教室 津・三重武道館 牟・尾鷲スポ少

田岡　暖生 小田　湊人 池田　葵音 伊藤　大翔
津・久居柔道教室 伊・鳥武館スポーツ少年団 桑・尚武館 四・菰野柔道教室

太田　桃香 朝比奈　瑞紗 池村　彩夢 市野  妃桜
鈴・鈴鹿柔道教室 賀・名張スポ少 伊・伊勢柔道俱楽部 牟・紀宝柔道会

伊藤　杏 山ノ内　詩音莉 進士　絢音
四・神前柔道教室 鈴・亀山柔道クラブ 四・菰野柔道教室

服部　裕太 中村　叶夢 伊藤　太星 南　琉生
鈴・庄野柔道クラブ 鈴・庄野柔道クラブ 桑・石榑道場 津・久居柔道教室

萩原　優雅 林　宗輔 佐藤　元気 内田　嵐
四・しもの柔道クラブ 松・粥見道場 伊・小俣AJC 四・菰野柔道教室

橋爪  虹歩 松本　心花 川﨑　茉幸 伊勢谷　侑希
牟・紀宝柔道会 松・粥見道場 賀・山里道場 伊・鳥武館スポーツ少年団

谷口　颯翼 伊藤　愛茉 中村　未来 玉分　柚名
松・松阪市武道館 四・菰野柔道教室 四・四日市柔道同好会 伊・伊勢柔道倶楽部

中居　勇人 前田　陽都 木村　伍吹 川内　星輝
津・久居柔道教室 桑・石榑道場 津・安濃柔道クラブ 四・しもの柔道クラブ

山科　龍吾 荒木　颯汰 宮間　玲維志 莊司　龍成
松・松阪市武道館 松・松阪市武道館 四・菰野柔道教室 牟・紀宝柔道会

市野　和輝 尾上　由眞 田古　晟也 玉分　稜汰
松・松阪市武道館 賀・名張スポ少 桑・石榑道場 伊・伊勢柔道倶楽部

今西　心優子 前田　菜智 大西　優衣 濵本　小羽音
津・久居柔道教室 桑・石榑道場 四・しもの柔道クラブ 津・久居柔道教室

松田薫 伊藤　菜央 西岡　美咲 藤島　美桜
桑・さざれ道場 桑・石榑道場 鈴・鈴鹿柔道教室 四・神前柔道教室

萩原　愛斗 英　大雅 伊藤　健太 河本　鉄将
四・しもの柔道クラブ 牟・紀宝柔道会 桑・石榑道場 桑・長島道場

井上 　葵 堀田　宗 相良　凛空 奥村　心杜
松・松阪市武道館 鈴・庄野柔道ｸﾗﾌﾞ 四・四日市柔道同好会 伊・五ヶ所SP

畠　虎仁朗 米田　奏斗 佐藤　雄雅 松永　守潤
牟・紀宝柔道会 伊・鳥武館スポーツ少年団 桑・尚武館 四・菰野柔道教室

渡邊　りゆの 水谷　柚乃 中村　心結 河合　茉由椛
牟・大道館 桑・石榑道場 鈴・庄野柔道ｸﾗﾌﾞ 鈴・鈴鹿錬成会

瀬古　恋奈 田端　真衣 今西　夢果 齋田　集琉
松・松阪市武道館 松・相承館 牟・大道館 伊・五ヶ所SP

第 37 回 三 重 県 少 年 柔 道 体 重 別 選 手 権 大 会

　　　日 時：２０２２年 ５ 月 １５日（日）
　　　場 所：名張市武道交流館いきいき　  

一
年
生

男子

女子

二
年
生

男子

女子

三

年

生

男子35kg級

男子35kg超級

女子30kg級

女子30kg超級

四

年

生

男子40kg級

男子40kg超級

女子35kg級

女子35kg超級

五

年

生

男子40kg級

男子50kg級

男子50kg超級

女子40kg級

女子40kg超級

六

年

生

男子45kg級

男子60kg級

男子60kg超級

女子45kg級

女子45kg超級



日時 ： ２０２２年５月１５日
場所 ： 名張市武道交流館いきいき

1年生　男子

1 小林　春道 (石榑道場) 三輪　真尋 (尚武館) 7

2 太田　直継 (鈴鹿柔道教室) 畑中　太惺 (さくら道場) 8

9

4 佐藤　豪 (小俣AJC) 木口　義崇

3 進士　琥史朗 (菰野柔道教室)

(敦心館)

堀内　悟生

10

5 西　隆太 (庄野柔道クラブ) 市野　健史郎 (紀宝柔道会) 11

(菰野柔道教室) 12

1年生　女子

6 本郷　大和 (かわごえ柔塾) 太田　岳玖

1 原口　杏梨 (石榑道場) 市野　凪沙 6

松岡　亜弥 (庄野柔道クラブ) 8

2 前田　花音 (松阪市武道館) 堀田　勢乃

(さくら道場) 松永　愛望4 清水　ひかり

7

(しもの柔道クラブ) 9

3 濱地　風音 (浜島柔道教室)

第37回三重県少年柔道体重別選手権大会


5

(河芸柔道クラブ)

(松阪市武道館)

(庄野柔道クラブ)

坂山　京 (松阪市武道館)

４



神谷　亮輔 (石榑道場) 35

31

小林　拓生 (山里道場) 34

奥永　卓 (三雲柔道クラブ) 32

森本　丈士 (菰野柔道教室) 33

25

松本　隼翔 (芸濃柔道クラブ) 30

29

26

16 畑中　良介 (名張スポ少)

17 田岡　幹生 (久居柔道教室)

15 出口　瑛汰 (石榑道場)

14 古川　虎次郎 (粥見道場)

12 竹森　太紀 (名張スポ少) 井上　凌真 (名張スポ少)

近藤 海音 (長島道場)

13 伊藤　泰佑 (菰野柔道教室)

11 伊藤　幸河 (尚武館) 産屋敷　武蔵 (大道館) 28

10 川口　蒼仁 (大道館) 出口　奧脩 (尚武館) 27

9 水元　隆太 (尚武館) 山本　真大 (三雲柔道クラブ)

8 川﨑　瑛史 (山里道場) 松本　旺真 (石榑道場)

7 進士　裕真 (菰野柔道教室) 濱地　哲侍 (浜島柔道教室) 24

6 伊藤　大輝 (亀山柔道クラブ) 山田　康太 (名張スポ少) 23

5 奥村　蕗亜 (五ヶ所SP) 諏訪　蒼慈 (さざれ道場) 22

4 伊藤　慶亮 (石榑道場) 服部　大翔 (菰野柔道教室) 21

3 豊原　駿 (桑名柔道教室) 大平　壮真 (尚武館) 20

18

2 山内　涼雅 (名張スポ少) 大田　凌太朗 (名張スポ少) 19

２年生　男子

1 森口　怜真 (三雲柔道クラブ) 佐々木　春陽太 (庄野柔道クラブ)

４



12 金子　りいあ (しもの柔道クラブ) 西井　唯仁 (安濃柔道クラブ) 24

11 門田　匡平 (大道館) 諸岡　來真 (菰野柔道教室) 23

10 塚本　翔空 (桑名柔道教室) 髙村　悠聖 (尾鷲スポ少) 22

9 堀内　湊 (菰野柔道教室) 川原　健永 (名張スポ少) 21

8 松本　昊空 (三重武道館) 三輪　歩夢 (尚武館) 20

7 山本  暉温 (紀宝柔道会) 柚木　丈希知 (大道館) 19

6 西出　惺 (敦心館) 太田　悠真 (菰野柔道教室) 18

5 大澤　俊希 (亀山柔道クラブ) 中川　翔 (鳥武館スポーツ少年団) 17

4 堀　成 (菰野柔道教室) 南　晃二郎 (大道館) 16

3 産屋敷　大和 (大道館) 竹地　忠道 (稲生少年柔道クラブ) 15

2 大塚　翔太 (伊賀柔道教室) 長谷川　佑吏 (四日市柔道同好会) 14

矢原　優奈 (伊賀柔道教室) 19

３年生　男子３５kg級

1 永田　晃太郎 (菰野柔道教室) 鶴見　航大 (久居柔道教室) 13

9 稲沢　咲良 (伊賀柔道教室) 溝田　有 (松阪市武道館) 18

8 冨士本　ゆい (菰野柔道教室) 大橋　杏南 (菰野柔道教室) 17

7 前田　いろは (大道館) 稲澤　真央 (名張スポ少) 16

6 伊藤　結乃 (石榑道場) 櫻井　凜 (長島道場) 15

5 杉本　陽咲 (名張スポ少) 大矢　詩実 (伊賀柔道教室) 14

4 吉松　夏希 (久居柔道教室) 西岡　真優 (五ヶ所SP) 13

3 萩原　初季 (しもの柔道クラブ) 岡崎　葵 (名張スポ少) 12

2 酒川　小菊 (浜島柔道教室) 大西　柚子葉 (河芸柔道クラブ) 11

10

２年生　女子

1 大井　咲璃 (伊賀柔道教室) 鈴木　明咲 (石榑道場)

４



４年男子４０㎏級

30

31南　琉生 (久居柔道教室)

15 伊藤　太星 (石榑道場) 奥谷　悠生 (名張スポ少)

28

14 西　宏太 (庄野柔道クラブ) 穂迫　亨卓 (四日市柔道同好会) 29

13

26

12 長谷川　仁大 (四日市柔道同好会) 田中　優晴

(五ヶ所SP) 鹿毛　大輔 (庄野柔道クラブ)11

伊藤　大志 (久居柔道教室) 松岡　汰知 (庄野柔道クラブ)

23

24

(三重武道館) 27

9

齋田　陽琉

(芸濃柔道クラブ) 代田　穂高 (芸濃柔道クラブ)

神谷　俊輔 (石榑道場)西井　琉仁 (安濃柔道クラブ)

25

8 竹森　陽紀 (名張スポ少) 高城　享聖 (名張スポ少)

10 横山　燿導

20

(芸濃柔道クラブ) 21

古川　麟太郎 (粥見道場)

22

(芸濃柔道クラブ)

7 平内　達真 (伊賀柔道教室) 中尾　海翔 (安濃柔道クラブ)

(伊賀柔道教室) 19

6 栗原　快 (亀山柔道クラブ) 松本　怜

5 佐々木　湊樹

17

神戸　康渡 (久居柔道教室) 18

4 成岡　宗光 (香肌クラブ) 稲沢　龍志

3 上路　悠将 (安濃柔道クラブ)

(庄野柔道クラブ) 16

2 本郷　倖基 (かわごえ柔塾)

服部　裕太1 中村　叶夢 (庄野柔道クラブ)

伊藤　大河 (尚武館)

６



(石榑道場) 伊勢谷　侑希 (鳥武館スポーツ少年団) 14

2

3 (大道館) 福永　千夏

(大道館)

(三重武道館)

４年女子３５㎏超級

4

5

6 佐々木　龍華 (庄野柔道クラブ)

松本　心花

7

前田　心春

向井　和

1 谷口　颯翼 (松阪市武道館)

４年男子４０㎏超級

矢倉　唯華 (久居柔道教室)

(安濃柔道クラブ)

(大道館)

1

瀬古　美裕

(粥見道場)

(菰野柔道教室)

４年女子３５㎏級

阿部　巽 (鳥武館スポーツ少年団)

佐藤　元気 (小俣AJC)

5 清水　朔 (大道館)

川﨑　茉幸 (山里道場)

中森　琉希斗

3 伊藤　颯亮 (石榑道場)

4

1 萩原　優雅 (しもの柔道クラブ)

(伊賀柔道教室)

(四日市柔道同好会)

前田　桃花

橋爪  虹歩

2 楠井　大基

内田　嵐

水谷　菜心

(伊勢柔道倶楽部)

(菰野柔道教室)

(石榑道場)

(名張スポ少)

(松阪市武道館)

(大道館)

坂本　聖音

前田　悦琉和

石田　瑠夏

森川　珠輝

中村　未来

3

2

玉分　柚名

伊藤　愛茉

13

12

11

6

5

4

8

10

9

8(紀宝柔道会)

林　宗輔 (粥見道場)

6

(伊賀柔道教室) 7

豊田　雄琉 (亀山柔道クラブ)

渡邊　廉士 (大道館) 9

10

11

７



大川　天凜 (尾鷲スポ少)

(紀宝柔道会) 8

(久居柔道教室) 9

(松阪市武道館)

吉松　龍哉

莊司　龍成

荒木　颯汰 (松阪市武道館) 15

2

５年男子５０㎏級

1 山科　龍吾

(尚武館) 26

川内　星輝 (しもの柔道クラブ) 27

11

13 大塚　悠馬 (伊賀柔道教室) 川瀬　郁人

(しもの柔道クラブ)

24

12 内山　雄介 (尾鷲スポ少) 木下　晴登 (鳥武館スポーツ少年団) 25

23

9

北村　漣玖 (鳥武館スポーツ少年団) 佐々木　貫太 (香肌クラブ)

大澤　春希 (亀山柔道クラブ)白石　柊磨

21

7

22

10 木村　伍吹 (安濃柔道クラブ) 青木　大虎 (三重武道館)

8 カワチ　ジョアン (庄野柔道クラブ) 岡本　維斗 (伊賀柔道教室)

櫻井　琉也 (長島道場) 山本　真大 (尾鷲スポ少)

(鳥武館スポーツ少年団) 18

19

20

6 藤田　衛 (菰野柔道教室) 前田　陽都 (石榑道場)

17

3

5 前田　結城 (鈴鹿錬成会) 城山　薫

4 山田　健太 (名張スポ少) 鈴木　海惺 (鈴鹿柔道教室)

中川　心優士 (鈴鹿柔道教室) 山本　隼士 (名張スポ少)

14

15

16

2 永野　雄心 (鳥武館スポーツ少年団) 富澤　然 (鈴鹿錬成会)

1 中居　勇人 (久居柔道教室) 刀根　絢聖 (河芸柔道クラブ)

５年男子４０㎏級

3 野田　裕喜 (三重武道館)

4 日髙　颯 (鈴鹿錬成会)

5 松村　颯 (伊勢柔道倶楽部) (安濃柔道クラブ) 12

6 鶴見　侑大 (久居柔道教室) 中村　佑 (五ヶ所SP)

東山　晃大 (桑名柔道教室) 147 宮間　玲維志 (菰野柔道教室)

13

柴田　龍斗 (しもの柔道クラブ) 10

池村　海信 (伊勢柔道倶楽部) 11

林　正家

８



19

(久居柔道教室) 18

41 松田薫 (さざれ道場) 藤島　美桜 (神前柔道教室)

５年女子４０㎏超級

8

9

上路　蓮実

若林　那奈

(安濃柔道クラブ) 池田　芽生

(神前柔道教室)

宮濱　冬花 (鳥武館スポーツ少年団)

藤田　楓

6 大西　優衣 (しもの柔道クラブ) 前田　菜智 (石榑道場) 15

菊地　莉未 (菰野柔道教室) 濵本　小羽音 (久居柔道教室) 14

16草川　愛葵 (三重武道館) 松永　華佳 (しもの柔道クラブ)

4 財津　奈央 (名張スポ少) 中川　心 (小俣AJC)

17

7

(名張スポ少)

13

5

(さくら道場) 大坪　椛 (芸濃柔道クラブ)

3 豊原　香菜美 (桑名柔道教室) 村田　結真 (菰野柔道教室)

1 今西　心優子 (久居柔道教室)

５年女子４０㎏級

12

森口　奈々聖 (山里道場) 10

2 小林　輝心 11

12

(鈴鹿柔道教室)

11

6 田古　晟也 (石榑道場) 伊藤　蓮

5 小松　星輝 (名張スポ少)

(石榑道場)

8

10

3 大西　諒太朗 (菰野柔道教室) 畑林　春希 (さくら道場) 9

4 太田　龍之介 (鳥武館スポーツ少年団)

尾上　由眞

小田　舶人

(名張スポ少)

7

2 濱地　央雅 (浜島柔道教室) 辻　喜 (敦心館)

1 市野　和輝 (松阪市武道館) 玉分　稜汰 (伊勢柔道倶楽部)

５年男子５０㎏超級

2 本城　栞生 (敦心館)

3 西岡　美咲 (鈴鹿柔道教室)

伊藤　菜央 (石榑道場) 7

中澤　光 (名張スポ少) 5

河原　杏樹 (鈴鹿錬成会) 6

９



多湖　丈嗣

稲沢　虎哲 (伊賀柔道教室)

(名張スポ少) 15

10

16

(尾鷲スポ少) 14

(石榑道場) 12

11

(四日市柔道同好会) 大杉　勇斗8 相良　凛空

7 伊勢谷　創馳 (鳥武館スポーツ少年団) 坂西　稀琉

(菰野柔道教室)

13

6 位田　健太 (かわごえ柔塾) 阿部　隼大

5 中田　遼弥 (山里道場) 奥村　心杜 (五ヶ所SP)

小池　煌 (神前柔道教室)

4 坂　雷馬 (神前柔道教室)

3 滝川　海人 (伊賀柔道教室)

2 松本　理玖 (三重武道館)

1 井上 　葵 (松阪市武道館) 堀田　宗 (庄野柔道ｸﾗﾌﾞ) 9

６年男子６０㎏級

12 丹羽　蒼葉 (長島道場) 兒玉　りく (亀山柔道クラブ) 24

(伊賀柔道教室) 22

11 木渕　道尊 (四日市柔道同好会) 萩　智生 (神前柔道教室) 23

穂迫　世祐 (四日市柔道同好会) 21

10 中尾　柊翔 (安濃柔道クラブ) 山口　千寿

9 平内　匡翔 (伊賀柔道教室)

8 萩原　愛斗 (しもの柔道クラブ) 酒川　峻太朗 (浜島柔道教室) 20

(名張スポ少) 18

7 宇井　大和 (大道館) 河本　鉄将 (長島道場) 19

6 伊藤　健太 (石榑道場) 福永　哲平

5 本屋敷　陽人 (河芸柔道クラブ)

4 谷口　颯大 (かわごえ柔塾) 小林　豪

岡本　頼季

(石榑道場) 16

(神前柔道教室) 17

(神前柔道教室)

(かわごえ柔塾) 14

前田　聖沙

3 伊藤　凱司 (亀山柔道クラブ) 英　大雅 (紀宝柔道会) 15

６年男子４５㎏級

(三重武道館) 13

2 西尾　祐哉 (名張スポ少) 谷口　巧

1 山村　蓮流
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(相承館) 9

６年女子４５㎏超級

4 今西　夢果 (大道館) 田端　真衣

7

3 弓矢　瑛菜

瀬古　恋奈 (松阪市武道館)

(石榑道場) 中川　星奈 (さくら道場) 8

加藤　めのう (桑名柔道教室) 6

2 堀田　華 (庄野柔道ｸﾗﾌﾞ) 齋田　集琉 (五ヶ所SP)

1

(香肌クラブ) 9

5 中村　心結 (庄野柔道ｸﾗﾌﾞ)

7

3 中川　萌杏 (桑名柔道教室) 河合　茉由椛 (鈴鹿錬成会)

2 伊藤　咲織 (菰野柔道教室) 水谷　柚乃

4 水谷　雫 (石榑道場) 成岡　芙仁子

1 渡邊　りゆの (大道館)

2 高山　誠司

8

永田　和奏 (菰野柔道教室) 6

(石榑道場)

６年男子６０㎏超級

(河芸柔道クラブ) 佐藤　光太郎 (さざれ道場) 13

7 佐藤　樹希 (小俣AJC) 米田　奏斗 (鳥武館スポーツ少年団) 14

11

5 進士　千真 (菰野柔道教室) 野呂　拓生 (粥見道場) 12

(尚武館) 10

4 佐藤　雄雅 (尚武館) 濱家　侑生

3 尾上　碧希 (名張スポ少)

(鈴鹿錬成会)

(菰野柔道教室)

6 後藤　光稀

松永　守潤 (菰野柔道教室) 8

竹森　健太郎 (名張スポ少) 9

藤田　涼生

5 森岡　紗也佳 (桑名柔道教室)

６年女子４５㎏級

1 畠　虎仁朗 (紀宝柔道会)
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