
　　小学３年生男子の部

21

11 重富唯利澄 (西　 条) 宮本晟太朗

18

(西　 条) 22

9 中谷　真琴 (高　 屋) 棗　 　大輝 (可　 部) 20

10 木村　優介 (宮 　内) 雨田　央雅 (宮 　内)

8 相本　知宏 (八本松) 桜河内睦優 (賢心舘) 19

15

5 溝下　 　耀 (平　 良) 今谷　十碧 (川　 口) 16

6 三好　颯真 (興　仁) 早瀬　連寿 (熊　 野) 17

12

2 谷口　結心 (賢心舘) 池田　匠汰 (廿日市) 13

3 河本龍ノ助 (可　 部) 西川　陽彩 (八本松) 14

第４７回広島県民スポーツ大会　柔道競技（スポーツ少年団の部）

個　人　戦

1 鑄鍋　　 臣 (八　 次) 吉本　将真 (高　 屋)

(平　 良)

7 小川　寛太

4 城島　伊吹 (西　 条) 村上　穂空

(美心塾) 江藤　煉汰 (高 　屋)



　　小学４年生男子の部

欠場

欠場

欠場

欠場

18 立石　大雅 (興　仁) (西　 条) 37

19 宮﨑　海斗 (庄　 原) (美心塾) 38

奥田　陽大

中村　豪希

16 前原　勢維 (美心塾) (庄　 原) 35

17 要田幸ノ輔 (川　 口) (有　 朋) 36

浅尾　 　翔

山岡　功味

14 桶谷斗大馬 (有　 朋) (川　 口) 33

15 平山　煌徠 (八　 次) (宮 　内) 34

川口　陽生

渡辺　敢太

12 塚原　彪愛 (西　 条) (八本松) 31

13 岸本　龍平 (興　仁) (五　 月) 32

黒田　武留

高橋　健悟

10 石川　偉楓 (八本松) (庄　 原) 29

11 鈴木 　　亘 (尾　 道) (興　仁) 30

伊達　竜斗

島田　真寛

8 城島　太一 (西　 条) (興　仁) 27

9 山本　崇晟 (興　仁) (西　 条) 28

平田 　　悠

坂田　 　諒

6 朝長　拓海 (有　 朋) (高陽落合) 25

7 安達　士桜 (八本松) (川　 口) 26

吉和　龍人

新中　壮汰

(尾　 道) 23

5 今村　礼真 (南　 区) (興　仁) 24

平林　一光

丸谷　龍輝

4 菅信　琉二 (八本松)

岸野　剛士

高津 　　颯

樋口　稜祐

第４７回広島県民スポーツ大会　柔道競技（スポーツ少年団の部）

個　人　戦

1 新力　敬祐 (西　 条) (八本松) 20

2 藤井　隆翔 (八　 次) (可　 部) 21

3 島田　朔玖 (五　 月) (八　 次) 22



　　小学５年生男子の部

欠場

欠場

欠場

(可　 部) 32

(高　 屋) 33

27

(西　 条) 28

(美心塾) 29

(廿日市) 30

(尾　 道) 31

17 歳秀　康介 (興 　仁)

(美心塾) 18

(賢心舘) 19

(高陽落合) 20

(八本松) 21

(庄　 原) 22

(熊　 野) 23

(五　 月) 24

(興 　仁) 25

(有　 朋) 26

(興 　仁)

15 下坂　昇舞 (高陽落合) 佐々木陽汰

16 中本　彪雅 (海　 田) 吉本　海人

13 宮原　璃央 (八本松) 大野　遥輝

14 渡部　真陽 (熊　 野) 鈴木　 　新

11 栗原　聡佑 (美心塾) 日坂　太希

12 古川　泰羅 (賢心舘) 元石　雅貴

9 有森　翔我 (高陽落合) 佐々木誠士郎

10 森田　充留 (有　 朋) 立石晴之介

7 渡部　成実 (八　 次) 山﨑　琉士

8 能美　蓮介 (興 　仁) 堂處　健斗

5 中曽　健太 (能　 美) 殿迫　蓮太

6 山本　哲生 (川　 口) 赤木　輝来

3 前原　悠希 (高　 屋) 山本　 　諒

4 伊達　英愛 (庄　 原) 西川　朝陽

第４７回広島県民スポーツ大会　柔道競技（スポーツ少年団の部）

個　人　戦

1 濱田　翔大 (美心塾) 山尾　啓悟

2 岡山　昊生 (有　 朋) 正田　虹空



　　小学６年生男子の部

欠場

欠場

欠場

第４７回広島県民スポーツ大会　柔道競技（スポーツ少年団の部）

個　人　戦

3 高瀬　晴士 (川　 口) 藤原　慎平 (西　 条) 17

法堂　温真 (美心塾) 27

14 赤松　佑臥 (八本松) 早瀬　獅竜 (熊　 野) 28

13 堀亀　蓮翔 (宮 　内)

藤田　航介 (五　 月) 25

12 冨原　梛豊 (西　 条) 浅尾　 　岳 (庄　 原) 26

11 空久保透汰 (熊　 野)

池田航太朗 (西　 条) 23

10 柴野仙太郎 (尾　 道) 佐藤　鉄心 (可　 部) 24

9 内西　爽太 (興 　仁)

宮田 　　龍 (有　 朋) 21

8 重富颯里大 (西　 条) 吉本　悠希 (高 　屋) 22

7 永浦　悠一 (可　 部)

19

6 岡田　唯杜 (西　 条) 佐藤　伍起 (　川　 口) 20

5 栗原　舜太

栗原　奏太 (八本松)

(八本松) 白井　龍晟 (賢心舘)

18

1 高原　悠凜 (有　 朋) 和田　優翔 (宮 　内) 15

2 山本　 　虎 (庄　 原) 杉 　　凜人 (熊　 野) 16

4 池田　絃人 (廿日市)



　　中学１年生男子の部

欠場

欠場

　　中学２年生男子の部

欠場

欠場

欠場

欠場

欠場

　　中学３年生男子の部

欠場

(庄　 原) 高原　心輝

(崇 　徳) 6

(庄　 原) 7

(五　月) 8

(庄　 原) 9

(崇 　徳) 10

(崇 　徳) 21

11 柴田　太佑 (賢心舘)

1 栗栖　孝明 (崇 　徳) 村上　天馬

10 橋本　双葉 (尾　道)

(尾　道) 19

9 南原　湧人 (平　 良) 重見　悠陽 (海　 田) 20

5 永安　紘大 (賢心舘) 平田　旭人 (高　屋) 16

6 歳秀　健介 (興　仁) 古川　泰平 (賢心舘) 17

3 山道　拓海 (高　屋) 桑原虎侍郎 (川　 口) 14

4 清水　洸甫 (美心塾) 佐々木浩一 (五　 月) 15

1 米澤　直良 (崇 　徳) 宝神　 　陽 (賢心舘) 12

2 廣本幸之介 (川　 口) 堂野嵜玄明 (八本松) 13

川口　陽生

内藤　琉依

山本　一平

羽村　太郎

浜本　勇海

14 朝枝　亮牙 (賢心舘) (崇 　徳) 29

15 杉原　　 蓮 (高陽落合)

11 内海　鼓鉄 (庄　 原) (賢心舘) 26

12 髙橋　朋也 (尾 　道) (五　 月) 27

濱本　悠介

吉川　蒼史

中堀　大志

(八　 次) 21

8 中山拳太郎 (崇 　徳) (川　口) 23

9 丸中　優心 (南 　区) (海　 田) 24佐々木　優

17

3 桑原　天鶴 (尾　 道) (海　 田) 18

5 相庭　優祐 (海　 田) (興　仁) 20

(賢心舘)

4 川口　能生 (川　口) (五　 月)藤井　 　蓮

石橋　宗佑

2 山﨑琥太郎 (五　 月) (可　 部)

13 江野口伊織 (川　口)

上田　 　仁

清水　大聖

1 窪　　 将真 (崇 　徳)

6 小山　丈二 (興　仁)

(庄　 原) 18

8 藤井　誠人 (川　 口)

第４７回広島県民スポーツ大会　柔道競技（スポーツ少年団の部）

個　人　戦

16

19

22

25

(尾　 道) 28

和井　拓心

7 花家　悠眞 (可　 部) (川　口)

10 尾高　悠斗 (川　口) (高陽落合)

4 川口　想雲 (興　仁) 堀尾　聖來

5

7 パルサファール (海　 田) 桒原　龍生

杉田　和椰

奥田　耕平

2 藤井　颯大 (美心塾) 宮﨑　遥斗

3 藤原　隆世 (崇 　徳) 井出　佑真

野﨑　康輔


