
氏名 所属 氏名 所属

優勝 小川　我旺 嶺心会 優勝 鎌田　礼於 寒川柔友会

準優勝 山口　賢哉 平塚スポーツ 準優勝 長田　共平 𠮷𠮷原道場

３位 佐々木　健翔 追浜柔友会 ３位 山田　嘉人 菊地道場

３位 菊地　陽向 寒川柔友会 ３位 佐藤　龍之介 𠮷𠮷原道場

５位 塩原　叶人 悠友館 ５位 小野　慶畝 協和道場

５位 佐々木　渓伍 修徳館 ５位 稲垣　優音 寒川柔友会

５位 石井　克明 小田原協会 ５位 石川　奏汰 平塚スポーツ

５位 大柿　遼馬 朝飛道場 ５位 早川　光 大矢部

氏名 所属 氏名 所属

優勝 中村　柔登 箱根町協会 優勝 平野　匠啓 小川道場

準優勝 大柿　将馬 朝飛道場 準優勝 佐藤　然治 龍城会

３位 菅原　想来 朝飛道場 ３位 内田　律 遠藤道場

３位 エフベ　璃音 長澤武道館 ３位 廣川　勇志 朝飛道場

５位 堀　悠隼 小川道場 ５位 竹内　檜 古賀塾

５位 青木　輝月 古賀塾 ５位 栗原　穣 愛柔会

５位 川合　龍斗 嶺心会 ５位 藤田　翔太 追浜柔友会

５位 ナコスティン   王未土 𠮷𠮷原道場 ５位 鏑木　克優 古賀塾

氏名 所属 氏名 所属

優勝 松浦　泰然 小田原協会 優勝 真田　康志郎 平塚スポーツ

準優勝 馬場　匠 朝飛道場 準優勝 山口　翔太郎 平塚スポーツ

３位 根岸　大河 長澤武道館 ３位 加藤　拓己 古賀塾

３位 久能　桐馬 上溝教室 ３位 手塚　春太朗 朝飛道場

５位 青山　堅太郎 朝飛道場 ５位 酒巻　竹千代 小田原協会

５位 溝口　隼人 八三塾 ５位 清水　行重 小見川道場

５位 青野　優志 小見川道場 ５位 関澤　拓海 長澤武道館

５位 内田　迅 遠藤道場 ５位 小助川　元喜 室田道場

小学６年生男子-５０ｋｇ級 小学６年生男子+５０ｋｇ級

第14回全国小学生学年別柔道大会神奈川県予選兼ジュニア強化選手選考会成績表

小学４年生男子-４５ｋｇ級 小学４年生男子+４５ｋｇ級

小学５年生男子-４５ｋｇ級 小学５年生男子+４５ｋｇ級



氏名 所属 氏名 所属

優勝 長塚　麻央 朝飛道場 優勝 村越　帆乃果 小川道場

準優勝 小泉　茉子 朝飛道場 準優勝 山口　千弘 古賀塾

３位 織茂　永愛 朝飛道場 ３位 幸本　明香 小田原協会

３位 小池　日葵 濵名道場 ３位 馬場　朱音 朝飛道場

５位 桃園　愛芽 大沢柔道会 ５位 鈴木　美海 冨吉道場

５位 坂本　梨音 あざみ野柔友会 ５位 田中亜依 悠友館

５位 石井　かのこ 青葉柔友会 ５位

５位 大泉　わかば 龍城会 ５位

氏名 所属 氏名 所属

優勝 橋本　翔歩 小田原協会 優勝 本多　結 平塚スポーツ

準優勝 野上　ひなこ 平塚スポーツ 準優勝 小池　菜々海 瀬谷柔道会

３位 藤村　麗美嘉 古賀塾 ３位 川口　彩絵 小川道場

３位 古川　澪 善道館 ３位 髙野　裕未 堅志会

５位 小山　晶 相武館 ５位 北尾　咲樹 朝飛道場

５位 沖野　可奈 工藤道場 ５位 親里　絵利加 龍城会

５位 光武　結彩 愛柔会 ５位

５位 神山　彩華 南毛利 ５位

氏名 所属 氏名 所属

優勝 竹下　静愛 菊地道場 優勝 佐藤　蓮 平塚スポーツ

準優勝 中村　彩夏 朝飛道場 準優勝 中島　明夏 龍城会

３位 佐々木　冴来 修徳館 ３位 北尾　美樹 朝飛道場

３位 伊與田　ねね 小田原協会 ３位 石原　なお 寒川柔友会

５位 天野　希乃実 加藤道場 ５位 小早川　夏槻 北相模原

５位 綱島　芽生 小川道場 ５位 沖久　結美 あざみ野柔友会

５位 對比地　李夏 冨吉道場 ５位 本岡　咲葉 南足柄市協会

５位 鈴木　芙実乃 古賀塾 ５位 望月　雛乃 あざみ野柔友会

小学６年生女子-４５ｋｇ級 小学６年生女子+４５ｋｇ級

第14回全国小学生学年別柔道大会神奈川県予選兼ジュニア強化選手選考会成績表

小学４年生女子-４０ｋｇ級 小学４年生女子+４０ｋｇ級

小学５年生女子-４０ｋｇ級 小学５年生女子+４０ｋｇ級


	男子
	女子 

