
第１４回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会

小学校1年生男子の部

丸山 幸太 田中 幹大
本城柔道クラブ 長野市中央柔道教室

上原 大翔 馬目 行雲
長和町柔道教室 飯島柔道クラブ

太田 俊介 市川 海斗
倉嶋塾武道館 開示塾

村田 将崇 野口 浩太郎
創武館道場 山形克己塾

中島 琉斗 市川 恵大
倉嶋塾武道館 八千穂柔道クラブ

永野 心梧 傳田 智也
滴水館道場 文武館

今井 星太 長田 拳斗
岡谷市柔道協会 誠心館道場

井出 滉大 桐生 智成
旭日柔道場 松尾公民館柔道クラブ

中村 純 荒井 琉
中村道場 山辺柔道クラブ

岡村 壮馬 傳田 理悠
旭日柔道場 長野市柔道クラブ

笠原 渉 田口 輝
創武館道場 川上少年柔道教室

宮坂 響 小出 成樹
浅間一誠館 飯島柔道クラブ

大塚 文太 荒井 拓真
旭日柔道場 長野市中央柔道教室

伊東 我以知 酒井 響太朗
浅間一誠館 辰野町柔道協会

志賀 綾雅 川口 琉水
長野市柔道クラブ 浅間一誠館

木島 大夢 櫻井 陽太
伊賀良少年柔道クラブ 旭日柔道場
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第１４回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会

小学校2年生男子の部

小澤 志賀 加藤 嵩
創武館道場 文武館

杉野 竜世 大井 隆希
誠心館道場 旭日柔道場

船山 颯太 竹内 翔平
須坂市柔道協会 誠心館道場

熊倉 貴之 古川 要
上田市スポーツ少年団 松尾公民館柔道クラブ

土屋 敦裕 木船 峻健
中野市スポーツ少年団 浅間一誠館

中澤 達也 荒井 達哉
豊田育成会柔道部 中野市スポーツ少年団

中里 宇秀 中澤 翔太
軽井沢少年柔道クラブ 豊田育成会柔道部

高橋 慶太 曽根 敬次郎
誠心館道場 軽井沢少年柔道クラブ

清水 朝陽 関口 徹
倉嶋塾武道館 鼎柔道クラブ

半戸 大夢 小座間 考浩
墾心館柔道場 飯山柔道教室

豊田 宏明 関崎 暁武
開示塾 滴水館道場

関口 武 樫山 大翔
鼎柔道クラブ 旭日柔道場

上條 宝来 堀内 拓海
滴水館道場 須坂市柔道協会

阿部 洸 石田 善史
豊田育成会柔道部 小諸少年柔道クラブ

中村 龍星 小泉 敦哉
接骨師会館柔道教室 豊田育成会柔道部

小林 翔太 鈴木 明日
開示塾 滴水館道場
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第14回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会

小学校3年生男子の部

小出 康介 大江 達也
飯島柔道クラブ 開示塾

若林 拓海 町田 浩一
浅間一誠館 須坂市柔道協会

楢原 紳太 佐々木 良彰
東御市東部柔道教室 山形克己塾

青木 伸也 山本 祐太郎
倉嶋塾武道館 南信濃柔道クラブ

水野 竜太郎 広田 悠真
開示塾 山形克己塾

今井 玲王 小野沢 達哉
岡谷市柔道協会 開示塾

轟 空雅 藤森 将斗
倉嶋塾武道館 岡谷市柔道協会

塩原 瑛貴 小野澤 暢大
誠心館道場 飯山柔道教室

阿部 拓海 小池 レオ
小諸少年柔道クラブ 創武館道場

丸山 雄大 影山 航大
松川村柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 小諸少年柔道クラブ

高村 一聖 大塚 翔斗
千曲市柔道協会 山形克己塾

吉田 捷聖 中野 真志
創武館道場 須坂市柔道協会

鈴木 龍太郎 森角 嘉斗
誠心館道場 佐久市柔道スポーツ少年団

木下 創介 木村 慶己
駒ヶ根市柔道スポーツ少年団 飯山柔道教室

田辺 竣太郎 石崎 裕貴
開示塾 飯田武道館

宮沢 泰知 藤原 天一
文武館 誠心館道場
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第14回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会

小学校4年生男子の部

奥垣内 崇史 渋谷 周平
山形克己塾 東御市東部柔道教室

北澤 透 中原 光星
飯島柔道クラブ 飯山柔道教室

馬場 亮 北村 大輝
小諸少年柔道クラブ 駒ヶ根市柔道スポーツ少年団

原山 優詩 柳澤 新
中村道場 墾心館柔道場

和久 滉矢 木島 悠斗
川上少年柔道教室 伊賀良少年柔道クラブ

大月 将貴 唯野 貫太
波田柔道クラブ 東御市東部柔道教室

志賀 建彰 宮坂 龍
長野市柔道クラブ 浅間一誠館

池上 尚吾 嘉部 拓郎
創武館道場 飯山柔道教室

今水 亮佑 百瀬 敦也
旭日柔道場 山形克己塾

佐伯 諒一 斉藤 匠汰
素心館大森道場 佐久穂町少年少女柔道クラブ

坂原 康太 古川 広大
長野市柔道クラブ 松尾公民館柔道クラブ

半戸 聖人 市岡 卓巳
墾心館柔道場 長野市柔道クラブ

花岡 大地 原 悠太
岡谷市柔道協会 長和町柔道教室

山田 一輝 小林 凛之介
墾心館柔道場 飯山柔道教室

臼田 圭希 宮譯 博輝
旭日柔道場 山形克己塾

中澤 将太 宮下 和峰
中村道場 創武館道場

1 17

2 18

5 21

6 22

3 19

4 20

7 23

8 24

決勝

9 25

12 28

13 29

10 26

11 27

16 32

14 30

15 31

期日：平成21年6月21日 於：上田市自然運動公園総合体育館



第14回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会

少年の部 小学5年45㎏以下級

林 大介 助川 京輔
東御市東部柔道教室 茅野市柔道協会

佐藤 翔馬 内堀 紘徳
山辺柔道クラブ 小諸少年柔道クラブ

小泉 晃大 上倉 冬弥
豊田育成会柔道部 飯山柔道教室

祢津 久 荒井 瑠
長野市柔道クラブ 山辺柔道クラブ

助川 虹輔 茂木 才跡
茅野市柔道協会 軽井沢少年柔道クラブ

渡辺 拓実 一之瀬 雅夫
八千穂柔道クラブ 本城柔道クラブ

鈴村 圭梧 両角 樹
倉嶋塾武道館 茅野市柔道協会

長保 優 祢津 盛
墾心館柔道場 長野市柔道クラブ

少年の部 小学5年45㎏超級

勝見 悠佑 森腰 歩
小諸少年柔道クラブ 接骨師会館柔道教室

中澤 良介
佐久市柔道スポーツ少年団

高田 一哉 松村 柊之介
倉嶋塾武道館 松川青少年柔道クラブ

篠原 弘貴 橋詰 光
茅野市柔道協会 浅間一誠館

竹田 圭吾 岩下 歩夢
長野市柔道クラブ 旭日柔道場

井出 拓実
八千穂柔道クラブ

渡辺 恭朝 田中 大介
鼎柔道クラブ 文武館

塩川 騎太 林 優輝
山形克己塾 茅野市柔道協会
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第14回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会

少年の部 小学6年50㎏以下級

三村 史也 小林 耀平
創武館道場 東御市東部柔道教室

細田 幸隆 下平 駿也
本城柔道クラブ 飯島柔道クラブ

柳沢 翔平 西村 亮平
小諸少年柔道クラブ 長野市中央柔道教室

小林 京士郎 半戸 大輝
長野市中央柔道教室 墾心館柔道場

羽柴 敦樹 深井 凌也
東御市東部柔道教室 諏訪市柔道協会

小松 洋介 竹村 朋也
茅野市柔道協会 浅間一誠館

窪田 翔 遠藤 亮太
文武館 東御市東部柔道教室

滝澤 陽介 丸山 龍我
本城柔道クラブ 飯山柔道教室

少年の部 小学6年50㎏超級

若林 修平 山浦 泰成
飯山柔道教室 旭日柔道場

佐藤 瞭 小林 広典
本城柔道クラブ 中村道場

水村 亮介 池上 浩樹
開示塾 創武館道場

國母 崚太 北澤 栄治
辰野町柔道協会 本城柔道クラブ

黒岩 勇輝 吉原 克紀
上田市スポーツ少年団 文武館

佐藤 祐介 手塚 慎二朗
飯山柔道教室 誠心館道場

小椋 滉大 黒河 文弥
駒ヶ根市柔道スポーツ少年団 小諸少年柔道クラブ

平林 直矢 池上 佳吾
滴水館道場 創武館道場
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