
No 氏名 所属 勝ち数

1 蓬田　廉獅 朝飛道場 3

2 西下　航平 小見川道場 3

3 萩倉　羽時 追浜柔友会 3

4 福岡　幸志郎 朝飛道場 3

5 藤﨑　拓海 朝飛道場 3

6 寺田　侑玄 朝飛道場 3

7 溝内　歳風 嶺心会 3

8 成田　泰介 朝飛道場 3

9 渡邉　碧織 朝飛道場 3

10 半田　煌泰 朝飛道場 3

11 林田　美羽 平柔スポーツ少年団 3

12 大嶺　琥鉄 一道館 3

13 野田　勝祐 小向クラブ 3

14 松本　優樹 室田道場 3

2022年全国共済カップ 神奈川県小学生柔道大会

令和4年6月12日(日)　　　横浜武道館

小学3年生 男子・女子混合 (勝ち抜き戦)　敢闘賞



No 氏名 所属 勝ち数

1 小野　友寛 朝飛道場 3

2 勝山　瑛士郎 上溝柔道教室 3

3 柏原　丈太朗 小川道場 3

4 宮岡　優羽 小川道場 3

5 富樫　海斗 上溝柔道教室 3

6 大塚　秀翔 堅志会 3

7 小田　廉斗 朝飛道場 3

8 金子　　龍 朝飛道場 3

9 若林　怜男 一道館 3

10 百武　昊 一道館 3

11 磯貝　大海 朝飛道場 3

12 今井　貫太 龍城ヶ丘柔道会 3

13 根本　倖希 冨吉道場 3

No 氏名 所属 勝ち数

1 野本　美莉夏 小川道場 3

2 小見川　巴花 小見川道場 3

3 鳥本　湊結 青葉柔友会 3

4 生田　柚花 朝飛道場 3

5 鷹木　楠世 朝飛道場 3

小学4年生 男子 (勝ち抜き戦)　敢闘賞

小学4年生 女子 (勝ち抜き戦)　敢闘賞



氏名 所属 氏名 所属

優勝 恵良　武眞 相武館 優勝 松下　蕗 寒川柔友会

準優勝 岩本　昇真 龍城ヶ丘柔道会 準優勝 大柿　寧々 朝飛道場

３位 近藤　碧羽 柿生青少年柔道会 ３位 稲葉　莉央 弥栄JC

３位 渡邉　伊吹 朝飛道場 ３位 馬場　栞子 平柔スポーツ少年団

５位 矢嶋　力悠 堅志会 ５位 小出　　怜 長澤武道館

５位 齋藤　剛太朗 秦野市柔道協会 ５位 藤井　心春 悠友館

５位 小松　善太 教道館 ５位 藤原　志帆 小見川道場

５位 野中　歩夢 朝飛道場 ５位 金子　望花 朝飛道場

氏名 所属 氏名 所属

優勝 齊藤　誉 朝飛道場 優勝 山田　紗椰 一道館

準優勝 大島　隼士 一道館 準優勝 松本　愛菜 朝飛道場

３位 杉山　迅 𠮷𠮷𠮷道場 ３位 石上　　栞 朝飛道場

３位 千葉　央葵 一道館 ３位 加藤　千夏 茅ヶ崎柔心会

５位 佐藤　功 朝飛道場 ５位 堀　　光希 青葉柔友会

５位 金川　隆哉 小田𠮷柔道協会 ５位 柳原　梨緒 堅志会

５位 小沼　大悟 愛柔会 ５位 生田　桃花 朝飛道場

５位 横山　直人 真和柔道クラブ ５位 島　　優可 瀬谷柔道会

氏名 所属

優勝 大貫　真聖 長澤武道館

準優勝 安部　勇馬 長澤武道館

３位 清水　心暖 小川道場

３位 中村　裕大 小川道場

５位 杉村　翔空 はやの柔道クラブ

５位 永田　悠人 遠藤道場

５位 松下　侑樹 小見川道場

５位 鈴木　琉智 瀬谷柔道会

氏名 所属

優勝 梅野　凛太郎 一道館

準優勝 今里　新汰 朝飛道場

３位 大和田　樹 上溝柔道教室

３位 近藤　幸慈 小川道場

５位 吉岡　凰 寒川柔友会

５位 三浦　蒼士 平柔スポーツ少年団

５位 金城　健士凉 愛柔会

５位 﨑尾　拓実 教道館

小学5年生男子(C) -44kg級

小学5年生男子(D) +45kg超級

2022年全国共済カップ 神奈川県小学生柔道大会

令和4年6月12日(日)　　　横浜武道館

小学5年生男子(A) -33kg級 小学5年生女子(A) -39kg級

小学5年生男子(B) -39kg級 小学5年生女子(B) +40kg超級



氏名 所属 氏名 所属

優勝 小見川　波大 小見川道場 優勝 佐藤　夢 悠友館

準優勝 信國　咲太 綾瀬市柔道会 準優勝 松尾　海音 湘南宮本塾

３位 原田　雄馬 平柔スポーツ少年団 ３位 山根　美羽 龍城ヶ丘柔道会

３位 寺田　宗太郎 朝飛道場 ３位 新井　海咲 平柔スポーツ少年団

５位 木村　錬太朗 柿生青少年柔道会 ５位

５位 黒川　翔永 小見川道場 ５位

５位 後藤　悠大 はやの柔道クラブ ５位

５位 清水　敬次 龍城ヶ丘柔道会 ５位

氏名 所属 氏名 所属

優勝 エフべ　李亜睦 一道館 優勝 磯貝　琴海 朝飛道場

準優勝 坂井　湊 一道館 準優勝 青木　和心 𠮷𠮷𠮷道場

３位 田川　正馬 石井道場 ３位 横山　愛莉 真和柔道クラブ

３位 大柿　恭馬 朝飛道場 ３位 幡野　咲菜 弥栄JC

５位 髙橋　周 朝飛道場 ５位

５位 井上　遥哉 朝飛道場 ５位

５位 梅谷　令 相武館 ５位

５位 澤原　唯斗 堅志館 ５位

氏名 所属 氏名 所属

優勝 冨樫　紘史郎 朝飛道場 優勝 根岸　愛理 長澤武道館

準優勝 井上　瑛太 朝飛道場 準優勝 阿部　生吹 YNUS柔道クラブ

３位 沖津　早良 松田少年柔道クラブ ３位

３位 真田　総一 平柔スポーツ少年団 ３位

５位 村石　禅 協和道場 ５位

５位 手塚　進二朗 朝飛道場 ５位

５位 今井　謙吾 YNUS柔道クラブ ５位

５位 綾部　汰一 寒川柔友会 ５位

氏名 所属 氏名 所属

優勝 松下　哲樟 寒川柔友会 優勝 神田　千那 車道場

準優勝 大石　健生 寒川柔友会 準優勝 上水　実弥美 平柔スポーツ少年団

３位 塙　昇利 朝飛道場 ３位

３位 前野　泰聖 上溝柔道教室 ３位

５位 亀岡　伶旺 上溝柔道教室 ５位

５位 新谷　勇気 悠友館 ５位

５位 萩原　大弥 小見川道場 ５位

５位 李　太俊 朝飛道場 ５位

小学6年生男子(C) -60kg級 小学6年生女子(C) -59kg級

小学6年生男子(D) +60kg超級 小学6年生女子(D) +60kg超級

2022年全国共済カップ 神奈川県小学生柔道大会

令和4年6月12日(日)　　　横浜武道館

小学6年生男子(A) -40kg級 小学6年生女子(A) -40kg級

小学6年生男子(B) -46kg級 小学6年生女子(B) -49kg級




