
　　小学３年生女子の部

　　小学４年生女子の部

　　小学５年生女子の部

　　小学６年生女子の部

(庄　 原)

堀田　桃花 (五　 月)

8 竹内　友菜 (海　 田) 重富來羅琉 (西　 条)

9 角田 　　咲 (賢心舘) 竹永　陽菜 (可 　部)

5 安本　心結 (緑　 井) ポール大﨑サラ比呂乃 (白　 島)

6 小林　 　凜 (白　 島) 玉田　柚葉 (緑　 井)

7 村上　舞奈 (西　 条) 吉田　希空

3 大谷亜由香 (地御前) 瓜生　桜花 (緑　 井)

4 後藤　優実 (南 　区) 楠野　彩空 (西　 条)

1 江頭　結衣 (川 　口) 大川　桜子 (荒　 神)

2 重富愛椛琉 (西　 条) 井手　颯希 (海　 田)

9 谷本　結愛 (廿日市) 19和田　千壽 (宮 　内)

10 中本　多海 (高陽落合) 20佐藤　綺咲 (高陽落合)

7 真子美穂菜 (可 　部) 17大田　心美 (河　 内)

8 岡田　結有 (西　 条) 18樽岡　優菜 (八　 次)

5 大野　 　楓 (宮 　内) 15川口　 　心 (地御前)

6 葛城　杏里 (八本松) 16奥田　絢香 (西　 条)

3 貫目　心葵 (八本松) 13新甲　彩華 (白　 島)

4 藤岡　瑠空 (白　 島) 14井上　遥果 (八本松)

7 青木　佳叶 (白　 島) 14渡邉　七海 (興　仁)

15坂本　智春 (宮 　内)

5 矢野　心音 (五　 月) 12荒滝　渚菜 (熊　 野)

6 大濵　心優 (大 　野) 13高橋　晴子 (五　 月)

3 瓜生　未来 (緑　 井) 10井出　真愛 (五　 月)

4 村上　柚花 (宮 　内) 11 中曽　羚衣　 (江田島)

8原　 　美海 (高陽落合)

2 金山　琉華 (西　 条) 9峰　　紫梅 (大 　野)

白川菜々子 (宮 　内)

1 富永　虹美 (八本松)

8 大原　瀬斗 (可　 部) 新田　沙織 (江田島)

9 川口　稀琳 (興　仁) 田中　未来 (海　 田)

6 崎川　桃子 (江田島) 岩本　和奏 (高陽落合)

7 久保　歩空 (荒　 神) 竹永　　咲 (可　 部)

4 中原　千尋 (熊　 野) 大内　聖子 (緑　 井)

5 浅枝　深月 (大 　野) 奥田　結衣 (西　 条)

2 宮本　千冬 (五　 月) 道谷　友鈴 (川 　口)

3 東谷　春苺 (西　 条) 齊藤　千晃 (賢心舘)

第４４回広島県民体育大会　柔道競技（スポーツ少年団の部）

個　人　戦

1 鑄鍋　まき (八　 次) 有田　　 結 (興　仁)

1 大田　由奈 (熊　 野) 11中村　愛菜 (賢心舘)

2 白井　樹南 (賢心舘) 12平井　乃音 (宮 　内)
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　　中学１年生女子の部

　　中学２年生女子の部

　　中学３年生女子の部

#久保　咲月 (中　 広)

3 尾髙　妃菜

(中　 広)

5 新沖　彩香 (江田島) #大吉　友菜 (熊野町)

6 村上 　　凜 (中　 広) #城　 　美月

7堂中陽香里

(賢心舘) 9道法　　 心

(中　 広)

2 小山　舞衣 (興　仁) 8

(中　 広)

第４４回広島県民体育大会　柔道競技（スポーツ少年団の部）

個　人　戦

後藤　優花 (南 　区)

1 本田　万智 (中　 広)

4 堀田　梨花 (中　 広)

(川 　口)3 河本　夏萌 (中　 広)

1

6落合 　　倖

(高陽落合)

2 福原向日葵 (可 　部) 5川口　楓加 (興　仁)

1 中土井沙衣 (高陽落合) 4川上　里麻

曽根　綾乃 (高陽落合) 8松井　愛純 (高陽落合)

2 中曽　芽衣 (江田島) 9崎川　桜子 (江田島)

3 桜河内美優 (賢心舘) #宮本 　　怜 (川 　口)

4 坂本　華蓮 (有　 朋) #河本　暖花 (中　 広)

5 正壽美愛莉 (熊野町) #尾髙　摩耶 (賢心舘)

6 尾糠　妃花 (川 　口) #松岡　紗希 (緑　 井)

7 近藤　杏樹 (廿日市) #前田　詩音 (熊野町)

#小櫃ののか (高陽落合)


