
　　小学3年生男子の部

第４２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

12 清水　蒼生 (賢心舘) 43 中水　玲志 (宮 　内)

9 南原　湧音 (地御前) 40 畑中　廉大 (河　 内)

村上　瑠輝 (美心塾)

10 尾糠　　尊 (川　 口)

重富羚久橙 (西　 条)

14 村上　尚弥 (岡 　田) 45 川上　公平

13 高橋　朋史 (美心塾) 44

(川　 口)

15 鈴木弥太郎 (八本松) 46 柴田　太佑 (賢心舘)

16 堂脇　龍真 (有　 朋) 47 水原　弘敦 (平　 良)

二宮　俊樹 (賢心舘)

18 城鼻　日向 (河　 内) 49 小倉　 　蓮

17 古川　泰平 (賢心舘) 48

(尾　 道)

19 香川 　　朝 (平　 良) 50 今村　優介 (熊　 野)

20 金堀　裕一 (川　 口) 51 佐々木浩一 (五　 月)

22 玉原　海里 (緑　 井) 53 黒川　愛翔 (佐 　伯)

21 横見　 　歩 (美心塾) 52 太田　礼音

23 永石　隼斗 (大 　野) 54 桒田　 　将 (美心塾)

26 井手　大志 (海　 田) 57 重見　悠陽 (海　 田)

明比　隆士 (白　 島)

25 河本　空瑠 (可　 部) 56 佐藤　正太

24 川崎荘壱朗 (江田島) 55

27 小倉　 　陸 (尾　 道) 58 金築　颯大 (河　 内)

30 栗栖　煌佳 (川　 口) 61 神部　悠太 (高陽落合)

浅井　春樹 (庄　 原)

29 歳秀　健介 (興 　仁) 60 野﨑　俊斗

28 玉井　陽人 (廿日市) 59

41 空久保雅迪

11 松岡　丈琉 (西　 条) 42

1 米澤　直良 (有　 朋) 32 木原　誠登 (有　 朋)

荒金　直宏 (大 　野)

3 渡邊　拓海 (平　 良) 34 永安　紘大

2 有附　昇奏 (荒 　神) 33

(賢心舘)

4 小林　恒介 (尾　 道) 35 髻谷　響生 (興 　仁)

5 島田　櫂士 (興 　仁) 36 濱中　尋斗 (海　 田)

7 榎本　匠将 (川　 口) 38 奥　 　蓮登

6 宮田　 　樹 (宮 　内) 37

8 桑原　龍生 (庄　 原) 39 小田　佳吾 (庄　 原)

田中　伊吹 (地御前)

31 宝神　　陽 (賢心舘)

(尾　 道)

(江田島)

(川　 口)

(荒 　神)

(川　 口)



　　小学４年生男子の部

第４２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 坂本勝太郎 (宮 　内) 26 栗栖　孝明 (川　 口)

2 荒滝　綾久 (熊　 野) 27 松宮　燈真 (白　 島)

丸岡　飛稀 (八　 次)

4 小山　泰地 (川　 口) 29 中井　蒼己

3 高橋　幸生 (美心塾) 28

(西　 条)

5 土井　一輝 (八　 次) 30 河野　友哉 (有　 朋)

6 ベテッチ・ルーカス (八本松) 31 宮崎　遥斗 (庄　 原)

8 桶谷磨耶斗 (有　 朋) 32 水野　晴貴

7 浅枝　昊希 (大 　野)

(宮 　内)

9 宮本　竜完 (五　 月) 33 岡田　魁斗 (竹 　原)

10 空久保佑樹 (江田島) 34 原　　 海輝 (高陽落合)

栗原　啓太 (八本松)

12 竹岡　佳典 (廿日市) 36 三原　伶王

11 吉浦　　 諒 (高陽落合) 35

(大 　野)

13 道谷　洋翔 (川　 口) 37 吉田　有志 (有　 朋)

14 野﨑　康輔 (庄　 原) 38 峰　 　葵琉 (大 　野)

田村　春宙 (八　 次)

16 川口　想雲 (興 　仁) 40 田村　慶太

15 金本　眞周 (荒 　神) 39

(西　 条)

17 野崎　大和 (大 　野) 41 松浦　煌來 (平　 良)

18 加藤　怜央 (川　 口) 42 藤原　大翔 (八本松)

皿谷　 　誉 (美心塾)

20 辻　蓮太朗 (有　 朋) 44 小林幸太郎

19 冨原　蒼太 (西　 条) 43

(南　 区)

21 小林悠一郎 (尾　 道) 45 平山晃太郎 (緑　 井)

22 久留島通悠 (白　 島) 46 西川　遥陽 (八本松)

藤原　隆世 (川　 口)

24 石川　悠真 (可　 部) 48 田上幸太朗

23 藤井　颯大 (美心塾) 47

50 高原　心輝 (有　 朋)

(河　 内)

宇都　歩真 (熊　 野)25 景山　僚太 (八本松) 49



　　小学５年生男子の部

第４２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 三河内陸至 (庄　 原) 32 寺本　竜彦 (荒 　神)

2 　ヴェリス　トヤ (南　 区) 33 小西　哲平 (大 　野)

栗城慧二郎 (地御前)

4 杉本　真暉 (廿日市) 35 畝本　泰聖

3 向井　颯杜 (佐 　伯) 34

(八本松)

5 岡野　優斗 (江田島) 36 小本慎一朗 (廿日市)

6 信野　洸誠 (美心塾) 37 小田　凌聖 (佐 　伯)

戴 　　晨希 (賢心舘)

8 正田　結陸 (賢心舘) 39 土橋　 　迅

7 坂本　憲進 (平　 良) 38

(海　 田)

9 荒金　孝明 (大 　野) 40 初﨑　大和 (西　 条)

10 平井　大翔 (宮 　内) 41 大下　涼太 (高陽落合)

青木　博哉 (白　 島)

12 松井健大郎 (海　 田) 43 白川　健太

11 別所　輝一 (西　 条) 42

(宮 　内)

13 宮崎　幸汰 (庄　 原) 44 多田　圭佑 (庄　 原)

14 川口　倖世 (白　 島) 45 横見　 　隼 (美心塾)

堂脇　隼人 (有　 朋)

16 宮本　 　侑 (八本松) 47 村上　雅紀

15 川口　暢児 (有　 朋) 46

(有　 朋)

17 新田　海翔 (平　 良) 48 福地　義仁 (八本松)

18 村上　遙大 (宮 　内) 49 松島　成道 (庄　 原)

濱田穣二朗 (江田島)

20 花家　大晴 (可　 部) 51 檀上　直志

19 高松　晃太 (有　 朋) 50

(岡 　田)

21 鳴石　拓海 (美心塾) 52 宗兼　匠璃 (平　 良)

22 日山　友貴 (緑　 井) 53 村上　翔海 (竹 　原)

妹尾　陸叶 (白　 島)

24 佐伯　怜音 (大 　野) 55 田村　涼馬

23 甲斐芭瑠真 (竹 　原) 54

(五　 月)

25 安野　聖也 (荒 　神) 56 八木　祐輔 (廿日市)

26 金山　龍都 (西　 条) 57 宝神凛太郎 (賢心舘)

28 北村　功生 (尾　 道) 59 廣野　志音

27 二宮　武敦 (賢心舘) 58

(美心塾)

31 津島　賢大 (海　 田)

大野　颯斗 (宮 　内)

30 阿部　 　望 (廿日市) 61 中祖　俊輔 (有　 朋)

29 多田　優斗 (庄　 原) 60 田澤　研太 (西　 条)



　　小学６年生男子の部

26 永石　武蔵 (大 　野) 52 阿河　大和 (高陽落合)

25 千々和隼次 (高陽落合) 51 屋敷　昌宏 (五　 月)

24 堂脇　煌獅 (有　 朋) 50 河野　 　慶 (緑　 井)

23 河本　晏治 (五　 月) 49 免出　禅央 (河　 内)

佐藤　俊輔 (南　 区)

22 鈴木一ノ介 (八本松) 48 森島　啓文 (宮 　内)

20 岡田　優河 (竹　 原) 46

21 道下　蒼太 (白　 島) 47

古屋　礼人 (有　 朋)

(八　 次)

吉本　匠吾 (竹　 原)

樽岡　蒼馬

18 森宗　伶太 (八　 次) 44

19 横見　海斗 (美心塾) 45

17 西明　誠人 (宮 　内) 43 奥　 　琉登 (尾　 道)

16 北村　海渡 (廿日市) 42 村岡　寛士 (海　 田)

15 三谷　竹流 (岡 　田) 41 西村　完藏 (賢心舘)

14 丹田　悠瑚 (河　 内) 40 桒田　 　悟 (美心塾)

13 泉　 　三慈 (有　 朋) 39 都市　太利 (有　 朋)

12 塩出　矢太 (美心塾) 38 井野川幹太 (西　 条)

11 有附征志郎 (荒 　神) 37 田中　伸樹 (可　 部)

10 田邊　煌成 (八　 次) 36 岡田　玄徳 (宮 　内)

9 鬼澤　友也 (楠　 木) 35 益井　善心 (地御前)

(美心塾)8 石田　智哉 (緑　 井) 34 吉沢　塔真

野﨑　廉雅 (庄　 原)7 田村　弘樹 (五　 月) 33

6 内藤　莉久 (八　 次) 32 大森　惇生 (大 　野)

5 妹尾　雄翔 (高陽落合) 31 玉原　琉伊 (緑　 井)

4 堂々 　　陸 (熊　 野) 30 宮本　晃周 (五　 月)

3 水野　翔太 (宮 　内) 29 藤原　康世 (高陽落合)

2 山本　哲平 (江田島) 28 新藤　隆成 (八　 次)

第４２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 木原　慧登 (有　 朋) 27 斉藤芯太郎 (川　 口)



　　中学１年生男子の部

寺澤　龍基 (八　 次)

17 宮本　颯大 (崇 　徳) 34 北村　蓮生

16 田邊　盟成 (八　 次) 33

(尾　 道)

32 米澤　祐良 (中　 広)

15 児玉龍之介 (美心塾) 31 中村　弘靖 (賢心舘)

近藤　大稀 (熊野町)

14 平岡聡一郎 (中　 広) 30 髙橋　勇人 (崇 　徳)

12 北村　碧也 (南　 区) 28

13 大谷恵太郎 (江田島) 29

兼藤　栄大 (崇 　徳)

(大 　野)

大本　 　司 (岡 　田)

峰　 　冬馬

10 北中　優志 (熊野町) 26

11 岩藤　太一 (川　 口) 27

8 古川　泰地 (賢心舘) 24 (熊野町)

9 川口　勇気 (中　 広) 25 田中虎之介

原田　拓弥

7 塩部　貴弘 (可　 部) 23

(崇 　徳)

川本　紘生 (白　 島)

6 田中竜之介 (崇 　徳) 22 眞田　光我 (美心塾)

5 島居　倖生 (尾　 道) 21 松本　克月 (廿日市)

4 坂本　太輝 (熊野町) 20 大下　夏寿 (川　 口)

3 谷口　隆太 (白　 島)

2 佐藤　碧斗 (高陽落合) 19 吉浦　孝基 (高陽落合)

第４２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 高原　健伸 (崇 　徳) 18 黒木　柊貴 (中　 広)



　　中学２年生男子の部

(高陽落合)

積田　歩睦 (崇 　徳)

22 蒲生　大成 (廿日市) 46 諏訪健太郎

23 都市　弦介 (崇 　徳) 47

21 明賀　 　陽 (高陽落合) 45 谷川　光星 (熊野町)

20 藤東　裕之 (白　 島) 44 三浦　克仁 (白　 島)

19 本村　 　時 (尾　 道) 43 阿波　佑馬 (中　 広)

18 山本　康平 (江田島) 42 廣野　翔太 (美心塾)

17 吉沢　正浩 (美心塾) 41 川本　詩太 (大 　野)

16 益村　勇輝 (熊野町) 40 児玉　浩成 (崇 　徳)

15 寺本　英勲 (高陽落合) 39 宮本　隼岳 (五　 月)

14 山路　悠将 (平　 良) 38 尾糠     怜 (川　 口)

13 桧垣　 　壮 (南　 区) 37 宗兼　有飛 (平　 良)

12 本田　寛樹 (中　 広) 36 西岡　大雅 (尾　 道)

11 境田虎次郎 (崇 　徳) 35 吉田　勝喜 (中　 広)

10 宮崎　　翼 (廿日市) 34 日寺　佑一 (美心塾)

9 橋本龍之介 (美心塾) 33 鳴戸　航輝 (緑　 井)

8 曽根　拓朗 (高陽落合) 32 岡田　隼也 (竹 　原)

7 山本　力也 (中　 広) 31 大杉　優太 (平　 良)

坂本　 　輝6 福本　耕介 (五　 月) 30 (高陽落合)

5 新藤　 　海 (八 　次) 29 松本　　暎 (平　 良)

4 花家　健将 (可　 部) 28 村戸　朱斗 (熊野町)

27 木曽　利洋 (尾　 道)

3 網本　竣太 (平　 良) 26 山本　龍輝 (中　 広)

2 青木　勇磨 (熊野町) 25 大廻那央人 (廿日市)

第４２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 萩　　 俊佑 (崇 　徳) 24 高原　大智 (崇 　徳)



　　中学３年生男子の部

16 井口　怜哉 (岡 　田) 32 島﨑　隆成 (楠　 木)

田中　颯真 (七　 尾)

和田　　 聡 (八 　次)14 田村　優斗 (五　 月)

15 遠藤　夏輝 (七　 尾) 31

30

13 米田　良寛 (高陽落合) 29 澤岡　星也 (大 　野)

(高陽落合)

11 松本　 　武 (七　 尾) 27 (南　 区)

12 種光　謙真 (白　 島) 28 松生　知樹

後藤　優誠

10 藤井　琉貴 (美心塾) 26 檜山　功成 (賢心舘)

9 大森　崇矢 (大 　野) 25 三谷　剛大 (岡 　田)

8 西坂　　 仁 (川　 口) 24 中本　啓太 (高陽落合)

7 溝下　　 穣 (七　 尾) 23 木村　潤平 (川　 口)

6 河上　莉空 (岡 　田) 22 三村　海登 (大 　野)

5 縄手壯太郎 (可　 部) 21 世良　優輝 (廿日市)

4 當城　聖樹 (賢心舘) 20 世良　 　涼 (岡 　田)

坂本虎之進

2 新沖　和也 (江田島) 18 有田浩太朗 (江田島)

3 杉本　冴駿 (南　 区) 19 (七　 尾)

(賢心舘)

第４２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 阿河　陸人 (高陽落合) 17 原本　伊織


