
氏名 所属 氏名 所属

優勝 大柿　遼馬 朝飛道場 優勝 鎌田　礼於 寒川柔友会

準優勝 新屋　海勇 上溝柔道教室 準優勝 石川　奏汰 平柔スポーツ少年団

３位 沖　琉生 朝飛道場 ３位 山口　賢哉 平柔スポーツ少年団

３位 伊藤　彪我 箱根町柔道協会 ３位 石井　克明 小田原柔道協会

５位 中村　心大 大沢柔道会 ５位 萩原　玖則 朝飛道場

５位 磯部　朝陽 加藤道場 ５位 関口　天仁 愛柔会

５位 佐藤　優太 南区柔道練成会 ５位 長田　共平 𠮷原道場

５位 菊地　陽向 寒川柔友会 ５位 庄司　篤生 龍城ヶ丘柔道会

氏名 所属 氏名 所属

優勝 小泉　茉子 朝飛道場 優勝 村越　帆乃果 小川道場

準優勝 大泉　わかば 龍城ヶ丘柔道会 準優勝 山口　千弘 古賀塾

３位 水上　聡恵 湘南宮本塾 ３位 幸本　明香 小田原柔道協会

３位 佐野　遥 湘南宮本塾 ３位 織茂　永愛 朝飛道場

５位 馬渡　心紬 堅志会 ５位 斎藤　向日葵 朝飛道場

５位 井上　和花 上溝柔道教室 ５位 今本　桃愛 朝飛道場

５位 桃園　愛芽 𠮷原道場 ５位 戸叶　こなね 海人柔道クラブ

５位 田中　亜依 悠友館 ５位 鈴木　美海 冨吉道場

第２回全国共済カップ　神奈川県小学生柔道大会
兼　令和元年度第1６回全国小学生学年別柔道大会県予選

①　小学６年生男子－５０ｋｇ級 ②　小学６年生男子＋５０ｋｇ級

③　小学６年生女子－４５ｋｇ級 ④　小学６年生女子＋４５ｋｇ級

令和元年6月2日(日)　　　神奈川県立武道館



氏名 所属 氏名 所属

優勝 小口　力斗 一道館 優勝 唐木　隼大 寒川柔友会

準優勝 寒河江　大成 長澤武道館 準優勝 坂本　茉瑠久 朝飛道場

３位 久保　隼人 小見川道場 ３位 松山　大翔 古賀塾

３位 清水　大成 小見川道場 ３位 村山　太郎 茅ヶ崎柔心会

５位 中村　泰清 朝飛道場 ５位 内藤　喜助 潮風柔道クラブ

５位 野村　遥仁 遠藤道場 ５位 小川　滉太郎 古賀塾

５位 中川　廉仁 龍城ヶ丘柔道会 ５位 服部　政和 志貴道場

５位 鈴木　蓮志朗 青葉柔友会 ５位 荒川　聖道 長澤武道館

氏名 所属 氏名 所属

優勝 三浦　瑳希 寒川柔友会 優勝 北尾　季樹 朝飛道場

準優勝 杉山　杏 𠮷原道場 準優勝 大石　碧海 寒川柔友会

３位 青木　美稀琉 古賀塾 ３位 本多　絢 平柔スポーツ少年団

３位 沖田　結菜 はやの柔道クラブ ３位 相原　幸菜 秦野市柔道協会

５位 塚田　衣織 工藤道場 ５位 野田　結姫 小向クラブ

５位 田中ましろ 上溝柔道教室 ５位 松島　七音 悠友館

５位 渡邉　知夏 古賀塾 ５位 木田　艶華 小向クラブ

５位 森　ちづる 小見川道場 ５位

第２回全国共済カップ　神奈川県小学生柔道大会
兼　令和元年度第1６回全国小学生学年別柔道大会県予選

令和元年6月2日(日)　　　神奈川県立武道館

⑤　小学５年生男子－４５ｋｇ級 ⑥　小学５年生男子＋４５ｋｇ級

⑦　小学５年生女子－４０ｋｇ級 ⑧　小学５年生女子＋４０ｋｇ級



氏名 所属 氏名 所属

優勝 松原　永和 一道館 優勝 久保山　功太郎 朝飛道場

準優勝 齋藤　巧将 朝飛道場 準優勝 表　仁太郎 長澤武道館

３位 梅野　幸軌 一道館 ３位 上村　怜音 海老名市柔道協会

３位 貝瀬　大翔 一道館 ３位 川村　聡太郎 南毛利柔道

５位 森　喜久蔵 小見川道場 ５位 鷹木　柊世 朝飛道場

５位 山﨑　達哉 一道館 ５位 井上　和希 遠藤道場

５位 菅原　梓 小見川道場 ５位 沼沢　賢次朗 工藤道場

５位 大澤　賢悟 松武館 ５位 佐藤　隼也 相武館

氏名 所属 氏名 所属

優勝 鹿毛　一花 上溝柔道教室 優勝 村越　美乃里 小川道場

準優勝 廣川　真帆 朝飛道場 準優勝 稲垣　心音 寒川柔友会

３位 石川　真衣 八三塾 ３位 馬場　裕理 朝飛道場

３位 藤井　美玲 南足柄市柔道協会 ３位 濱口　真妃 海人柔道クラブ

５位 馬場　薫子 平柔スポーツ少年団 ５位 南　穂花 大磯町柔道協会

５位 中村　結夏 小川道場 ５位 野村　陽 小川道場

５位 幸本　華鈴 小田原柔道協会 ５位

５位 小野　琴畝 協和道場 ５位

第２回全国共済カップ　神奈川県小学生柔道大会
兼　令和元年度第1６回全国小学生学年別柔道大会県予選

令和元年6月2日(日)　　　神奈川県立武道館

⑨　小学４年生男子－４５ｋｇ級 ⑩　小学４年生男子＋４５ｋｇ級

⑪　小学４年生女子－４０ｋｇ級 ⑫　小学４年生女子＋４０ｋｇ級



氏名 所属 氏名 所属

優勝 小見川　波大 小見川道場 優勝 松下　哲樟 寒川柔友会

準優勝 田川　正馬 小川道場 準優勝 李　太俊 古賀塾

３位 鈴木　脩平 柿生青少年柔道会 ３位 井上　瑛太 朝飛道場

３位 寺田 宗太郎 朝飛道場 ３位 丸田　虎治郎 長澤武道館

５位 信國　咲太 綾瀬市柔道協会 ５位 山本　修斗 湯河原柔友会

５位 佐藤　夢 悠友会 ５位 大石　健生 寒川柔友会

５位 髙橋　周 古賀塾 ５位 能見　天平 朝飛道場

５位 櫻井　幸平 教道館 ５位 遠藤　善大 秦野市柔道協会

第２回全国共済カップ　神奈川県小学生柔道大会
兼　令和元年度第1６回全国小学生学年別柔道大会県予選

令和元年6月2日(日)　　　神奈川県立武道館

⑬　小学３年生男女－３０ｋｇ級 ⑭　小学３年生男女＋３０ｋｇ級


