
優　勝 野本　勇進 のもと ゆうしん はむらしじゅうどうかい 羽村市柔道会
準優勝 加藤　輪平 かとう りんぺい いちどうかんたしろどうじょう 一道館田代道場

重松　遥磨 しげまつ はるま だいななきどうたいしょうねんじゅうどうぶ 第七機動隊少年柔道部

古川　凌誠 ふるかわ りょうせい まちだけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 町田警察署少年柔道部

永田　　稜 ながた りょう すずきどうじょう 鈴木道場
市瀬　　勇 いちのせ いさみ おおつかけいさつしょしょうねんじゅうどう 大塚警察署少年柔道
難波　　憲 なんば けん みなみせんじゅけいさつしょしょうねんじゅうどう 南千住警察署少年柔道クラブ

丸山　拓真 まるやま たくま すずきどうじょう 鈴木道場
優　勝 水村　獅子 みずむら れおん おうめしじゅうどうれんめい 青梅市柔道連盟
準優勝 杉本　陽基 すぎもと はるき かわのじゅうどうじゅく 川野柔道塾

白川　　怜 しらかわ れい せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
白川　　蒼 しらかわ そう せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
安田　怜斗 やすだ れいと ゆうぶかんたかみやどうじょう 勇武館高宮道場
榎峠　雄太 えのきとうげ ゆうた かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
田村　優治 たむら まさはる せたがやけいさつしょわかばかいじゅうどうぶ 世田谷警察署若葉会柔道部

田中　琉晴 たなか りゅうせい ひがしやまとけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 東大和警察署少年柔道部

優　勝 成宮　一将 なるみや かずまさ せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
準優勝 宇野　玄輝 うの げんき まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾

坂本　颯馬 さかもと そうま まめぞうじゅうどうくらぶ 豆蔵柔道クラブ
飛塚　喜輔 とびつか きすけ まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
松井　海斗 まつい かいと とうきょうこうちしょしょうねんじゅうどうくらぶ 東京拘置所少年柔道クラブ

野田　靖也 のだ せいや だいななきどうたいしょうねんじゅうどうぶ 第七機動隊少年柔道部

福田　凌太 ふくだ りょうた すみだくたいいくかんじゅうどうくらぶ 墨田区体育館柔道クラブ

渡辺龍之介 わたなべ りゅうのすけ とうきょうこうちしょしょうねんじゅうどうくらぶ 東京拘置所少年柔道クラブ

優　勝 林　　煌晟 はやし こうせい まめぞうじゅうどうくらぶ 豆蔵柔道クラブ
準優勝 中島　　要 なかじま かなめ かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ

吹上　朝飛 ふきあげ あさひ いちどうかんたしろどうじょう 一道館田代道場
丹羽　陽飛 にわ はると まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
岡村　　昊 おかむら そら かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
畑山　　凱 はたやま かい かつしかけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 葛飾警察署少年柔道会

原　　力太 はら りきた まめぞうじゅうどうくらぶ 豆蔵柔道クラブ
西浦　　真 にしうら しん ちょうふしじゅうどうれんめい 調布市柔道連盟

優　勝 石川まひる いしかわ まひる かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
準優勝 土田　真子 つちだ まこ かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ

阿蘓　光風 あそ みつか のがたけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 野方警察署少年柔道部

田中　歩佳 たなか ほのか にしあらいけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 西新井警察署少年柔道部

高橋　夏稀 たかはし なつき たいとうりばーさいどじゅうどうくらぶ 台東リバーサイド柔道クラブ

佐藤　萌夏 さとう もか こだいらじゅうどうかい 小平柔道会
山田　　杏 やまだ あん せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
福田　晴菜 ふくだ はるな こがねいけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 小金井警察署少年柔道部

優　勝 山﨑リーシャ やまざき りーしゃ せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
準優勝 土方　美空 ひじかた みそら だいななきどうたいしょうねんじゅうどうぶ 第七機動隊少年柔道部

竝木　杏優 なみき あゆ さくらじゅうどうじゅく 櫻柔道塾
村越のんの むらこし のんの とうきょうこうちしょしょうねんじゅうどうくらぶ 東京拘置所少年柔道クラブ

木村みづき きむら みづき しきねじまじゅうどうかい 式根島柔道会
小川　栞野 おがわ かんの じょうしゅうやじゅうどうくらぶ 上州屋柔道クラブ
小倉　礼愛 おぐら あやめ こうせいぶとくかいじゅうどうぶ 佼成武德会柔道部
金沢　彩佳 かなざわ あやか けんぶかん 研武館

優　勝 近松　冴映 ちかまつ さえ すずきどうじょう 鈴木道場
準優勝 井槌　萌愛 いずち もえか かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ

三浦　千佳 みうら ちか かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
石道　心晴 いしみち こはる せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
渡會　柚羽 わたらい ゆずは たいとうりばーさいどじゅうどうくらぶ 台東リバーサイド柔道クラブ

大漉　麻矢 おおすき まや せたがやけいさつしょわかばかいじゅうどうぶ 世田谷警察署若葉会柔道部

小堀内希美 こぼりない のぞみ まちだけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 町田警察署少年柔道部

手島　帆花 てしま ほのか みついすみともかいじょうじゅうどうくらぶ 三井住友海上柔道クラブ

冲永荘一杯 第31回東京都少年少女学年別柔道選手権大会
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冲永荘一杯 第31回東京都少年少女学年別柔道選手権大会

優　勝 池田　理空 いけだ りく ひがしむらやましじゅうどうれんめい 東村山市柔道連盟
準優勝 行野　剛世 ゆきの こうせい ゆうぶかんたかみやどうじょう 勇武館高宮道場

小林　　仁 こばやし じん みたかけいさつしょ 三鷹警察署
神田　　廉 かんだ れん ひがしむらやまじゅうどうくらぶ 東村山柔道クラブ
大関　球磨 おおぜき きゅうま きくちどうじょう 菊地道場
向井　敬士 むかい けいじ ひがしむらやましじゅうどうれんめい 東村山市柔道連盟
中島　泰地 なかじま たいち さくらじゅうどうじゅく 櫻柔道塾
中島　功親 なかじま こうしん まめぞうじゅうどうくらぶ 豆蔵柔道クラブ

優　勝 新井統二朗 あらい とうじろう すずきどうじょう 鈴木道場
準優勝 中村　槙吾 なかむら しんご なかのじゅうどうすぽーつくらぶ 中野柔道スポーツクラブ

平山　颯羅 ひらやま そら おうめしじゅうどうれんめい 青梅市柔道連盟
幸田謙一郎 こうだ けんいちろう こくしかんしょうねんじゅうどうきょうしつ 国士舘少年柔道教室
山下裕次郎 やました ゆうじろう みなみせんじゅけいさつしょしょうねんじゅうどう 南千住警察署少年柔道クラブ

岩瀬　一心 いわせ かい しょうきじゅうどうくらぶ 翔亀柔道クラブ
山形　世晃 やまがた せあ みたかけいさつしょ 三鷹警察署
大西　将生 おおにし まさき むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ

優　勝 野上　虎鉄 のがみ こてつ こうとうすぽかんじゅうどうくらぶ 江東スポ館柔道倶楽部

準優勝 佐藤　来暁 さとう らいき こすぎじゅうどうくらぶ 小杉柔道クラブ
安本　　陸 やすもと りく みたけいさつしょしょうねんじゅうどう 三田警察署少年柔道
勝田　康貴 かつた こうき つきじけいさつしょうねんじゅうどうぶ 築地警察少年柔道部
平井　栄次 ひらい えいじ むこうじまけいさつしょしょうねん 向島警察署少年
原　　代千 はら だいち まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
栃本　陽毅 とちもと はるき ふかがわけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 深川警察署少年柔道部

大廹　宏誠 おおさく こうせい のむらどうじょう 野村道場
優　勝 山口　力也 やまぐち りきや まめぞうじゅうどうくらぶ 豆蔵柔道クラブ
準優勝 大平　一楽 おおだいら いった ゆうぶかんたかみやどうじょう 勇武館高宮道場

藤井　心人 ふじい しんと かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
窪田　　侑 くぼた ゆう かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
髙橋　倖一 たかはし こういち すみだくたいいくかんじゅうどうくらぶ 墨田区体育館柔道クラブ

山﨑　容典 やまざき ようすけ まめぞうじゅうどうくらぶ 豆蔵柔道クラブ
池上　陽樹 いけがみ はるき せいじょうけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 成城警察署少年柔道部

植村小太郎 うえむら こたろう すみだじゅうどうじゅく 隅田柔道塾
優　勝 伊藤　寧柚 いとう しずく ふかがわれんまかい 深川錬磨会
準優勝 小田　夏凛 おだ かりん みたかけいさつしょ 三鷹警察署

仲宗根心葉 なかそね ここは ぶだいじゅく 武大塾
花井　柚子 はない ゆず せたがやけいさつしょわかばかいじゅうどうぶ 世田谷警察署若葉会柔道部

村松　花音 むらまつ はあと すずきどうじょう 鈴木道場
菊原理央奈 きくはら りおな せたがやけいさつしょわかばかいじゅうどうぶ 世田谷警察署若葉会柔道部

中澤　萬映 なかざわ まえ けいおうぎじゅくようちしゃ 慶應義塾幼稚舎
内田　美蕾 うちだ みらい えいしゅうかい 穎秀会

優　勝 安富　　礼 やすとみ れい かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
準優勝 嶋貫　ゆず しまぬき ゆず にしあらいけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 西新井警察署少年柔道部

菅原まりな すがわら まりな とうきょうこうちしょしょうねんじゅうどうくらぶ 東京拘置所少年柔道クラブ

藤崎　けい ふじさき けい こうりゅうかん 香竜館
大畑　風和 おおはた ふうわ えんじょうじどうじょう 円城寺道場
高場かれん たかば かれん こうとうすぽかんじゅうどうくらぶ 江東スポ館柔道倶楽部

畑　茉妃奈 はた まひな ふっさしじゅうどうれんめい 福生市柔道連盟

優　勝 澤　　明音 さわ あかね たいとうりばーさいどじゅうどうくらぶ 台東リバーサイド柔道クラブ

準優勝 上田　歩華 うえだ あゆか なかのじゅうどうすぽーつくらぶ 中野柔道スポーツクラブ

喜納　茉穂 きな まほ すずきどうじょう 鈴木道場
原井　佳音 はらい かのん すずきどうじょう 鈴木道場
小国　海緑 おぐに うみ こうとうすぽかんじゅうどうくらぶ 江東スポ館柔道倶楽部

横野　　雫 よこの しずく はちおうじけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 八王子警察署少年柔道会

加藤　歌桜 かとう うた かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
横溝　采春 よこみぞ こはる まちだけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 町田警察署少年柔道部
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冲永荘一杯 第31回東京都少年少女学年別柔道選手権大会

優　勝 薄井　崇介 うすい そうすけ むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ
準優勝 近藤　辰樹 こんどう たつき しょうきじゅうどうくらぶ 翔亀柔道クラブ

持溝晄太郎 もちみぞ こうたろう むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ
浅野　真輝 あさの まさき しゅうとくじゅうどうくらぶ 修徳柔道クラブ
宮崎　陽平 みやざき ようへい むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ
金子　愛斗 かねこ あいと たけのつかけいさつしょ 竹の塚警察署
直江兼次朗 なおえ けんじろう こくしかんしょうねんじゅうどうきょうしつ 国士舘少年柔道教室
寺田　　舜 てらだ しゅん せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ

優　勝 安谷屋銀正 あだにや きらと すみだくたいいくかんじゅうどうくらぶ 墨田区体育館柔道クラブ

準優勝 神田羚亜琉 じんだ れある むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ
三田　雄心 みた ゆうしん まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
須山　瑛介 すやま えいすけ ひがしむらやまじゅうどうくらぶ 東村山柔道クラブ
齋藤　蒼甫 さいとう そうすけ ふっさしじゅうどうれんめい 福生市柔道連盟
安部　考紀 あべ こうき せたがやけいさつしょわかばかいじゅうどうぶ 世田谷警察署若葉会柔道部

吉沢　陽月 よしざわ はるき つきじけいさつしょうねんじゅうどうぶ 築地警察少年柔道部
村山　　魁 むらやま かい さくらじゅうどうじゅく 櫻柔道塾

優　勝 饒平名祥太 よへな しょうた かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
準優勝 前田　爽汰 まえだ そうた だいななきどうたいしょうねんじゅうどうぶ 第七機動隊少年柔道部

小林　凛大 こばやし りお すみだくたいいくかんじゅうどうくらぶ 墨田区体育館柔道クラブ

栁　晟太郎 やなぎ じょうたろう すみだじゅうどうじゅく 隅田柔道塾
水田　隆将 みずた たかまさ ぶんぶかんしまむらどうじょう 文武館嶋村道場
原田　恵輔 はらだ けいすけ ゆうぶかんたかみやどうじょう 勇武館高宮道場
山坂　嵐士 やまさか あらし たかおけいさつしょうねんじゅうどうぶ 高尾警察少年柔道部
古川　航誠 ふるかわ こうせい まちだけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 町田警察署少年柔道部

優　勝 橋本　辰幸 はしもと たつゆき すずきどうじょう 鈴木道場
準優勝 星　　國聖 ほし くにまさ むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ

塩崎　悠太 しおざき ゆうた かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
三浦　佳大 みうら けいた かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
塩崎　想太 しおざき そうた かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
櫻井　飛鳥 さくらい あすか むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ
三浦脩太朗 みうら しゅうたろう にしあらいけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 西新井警察署少年柔道部

山本　守護 やまもと まもる にしとうきょうしじゅうどうかい 西東京市柔道会
優　勝 鯨井　桜歌 くじらい おうか えいしゅうかい 穎秀会
準優勝 田中小都芭 たなか ことは すみだじゅうどうじゅく 隅田柔道塾

小柴愛梨奈 こしば ありな こうりゅうかん 香竜館
浦本優來莉 うらもと ひらり すみだじゅうどうじゅく 隅田柔道塾
斎藤　小春 さいとう こはる だいななきどうたいしょうねんじゅうどうぶ 第七機動隊少年柔道部

昌子　藍子 しょうじ あいこ たちかわいくせいじゅうどうかい 立川育成柔道会
関川ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾗｯﾄﾞ恵咲 せきかわ やんぐばっらどけいてぃ もりたどうじょう 森田道場
高野　　杏 たかの あん たちかわいくせいじゅうどうかい 立川育成柔道会

優　勝 北島　侑紗 きたじま ありさ かわのじゅうどうじゅく 川野柔道塾
準優勝 川嶋　歩稀 かわしま ほまれ にしあらいけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 西新井警察署少年柔道部

中島夏乃香 なかじま かのか むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ
小林　桜奈 こばやし さな すずきどうじょう 鈴木道場
外山　葉乃 とやま はの こすぎじゅうどうくらぶ 小杉柔道クラブ
永井友紀子 ながい ゆきこ せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
小家　　奏 おいえ かなで むかいはらじゅうどうくらぶ 向原柔道クラブ
川本　　月 かわもと つき しゅうとくじゅうどうくらぶ 修徳柔道クラブ

優　勝 小松　愛南 こまつ まな さくらじゅうどうじゅく 櫻柔道塾
準優勝 杉本紗亜弥 すぎもと さあや かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ

永野李佐子 ながの りさこ まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
黒田　真央 くろだ まお みなみおおさわけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 南大沢警察署少年柔道部

山本菜々美 やまもと ななみ よつやじゅうどうじょう 四ツ家柔道場
池内　　結 いけうち ゆう いけうちどうじょう 池内道場
棚田　真菜 たなだ まな あきるのじゅうどうくらぶ あきる野柔道クラブ
蔵上　真優 くらかみ まゆ にしとうきょうしじゅうどうかい 西東京市柔道会
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優　勝 水田　結大 みずた ゆうと せたがやけいさつしょわかばかいじゅうどうぶ 世田谷警察署若葉会柔道部

準優勝 小林　鉄平 こばやし てっぺい せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
吉井　　唯 よしい ゆい きたざわけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 北沢警察署少年柔道会

仲宗根夕河 なかそね ゆうが ぶだいじゅく 武大塾
片見　　遼 かたみ りょう しょうきじゅうどうくらぶ 翔亀柔道クラブ
二見崇士朗 ふたみ そうしろう いなぎしじゅうどうかい 稲城市柔道会
秋山　　駿 あきやま しゅん けんしんかんよしだどうじょう 研真館吉田道場
橘　　彪吾 たちばな ひゅうご みたけいさつしょしょうねんじゅうどう 三田警察署少年柔道

優　勝 嶋貫　　蓮 しまぬき れん にしあらいけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 西新井警察署少年柔道部

準優勝 山田　琉輝 やまだ りゅうき せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ
高坂　優心 こうさか ゆうしん よつやじゅうどうじょう 四ツ家柔道場
滝沢　駿斗 たきざわ はやと かわのじゅうどうじゅく 川野柔道塾
岡本　瞬也 おかもと しゅんや はちおうじけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 八王子警察署少年柔道会

小榑　陽亮 こぐれ ようすけ なかのじゅうどうすぽーつくらぶ 中野柔道スポーツクラブ

佐野　　守 さの まもる いなぎしじゅうどうかい 稲城市柔道会
千種　珠右 ちぐさ しゅう はちおうじけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 八王子警察署少年柔道会

優　勝 佐藤　壮泰 さとう そうた まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
準優勝 長島　稔明 ながしま としあき ふちゅうけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 府中警察署少年柔道部

日野原叶汰 ひのはら かなた まめぞうじゅうどうくらぶ 豆蔵柔道クラブ
發師　健翔 はっし けんしょう すずきどうじょう 鈴木道場
青木　遼輔 あおき りょうすけ たちかわけいさつしょうねんじゅうどう 立川警察少年柔道
小阪　昊生 こさか こうき たかおけいさつしょうねんじゅうどうぶ 高尾警察少年柔道部
平　　将武 たいら しょうむ かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
加藤　　暁 かとう あきら むさしのけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 武蔵野警察署少年柔道会

優　勝 井上　大智 いのうえ だいち かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
準優勝 池田　健仁 いけだ たけひと ふかがわけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 深川警察署少年柔道部

真田　　駿 さなだ しゅん ひがしむらやまじゅうどうくらぶ 東村山柔道クラブ
西村　拓真 にしむら たくま こがねいけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 小金井警察署少年柔道部

藤間　心誠 ふじま しんせい こくしかんしょうねんじゅうどうきょうしつ 国士舘少年柔道教室
太田　透真 おおた とうま かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
杉本　遼次 すぎもと りょうじ かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
西村　　緑 にしむら みどり かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ

優　勝 小林　聡美 こばやし さとみ しゃくじいけいさつしょしょうねんじゅうどう 石神井警察署少年柔道

準優勝 安岡　里桜 やすおか りお おぎくぼけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 荻窪警察署少年柔道会

野本　朱夏 のもと しゅうか はむらしじゅうどうかい 羽村市柔道会
斉藤　真優 さいとう まゆ かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
安部　佳映 あんべ かえ すずきどうじょう 鈴木道場
池野　　華 いけの はな たちかわいくせいじゅうどうかい 立川育成柔道会
守田優凜花 もりた ゆりか かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
榊枝　唯葵 さかきえだ ゆき きたざわけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 北沢警察署少年柔道会

優　勝 岡本　紗季 おかもと さき かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
準優勝 村松　桜來 むらまつ おうら すずきどうじょう 鈴木道場

小林　美桜 こばやし みお すずきどうじょう 鈴木道場
伊藤　来夢 いとう らいむ おぐけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 尾久警察署少年柔道部

大津　翔子 おおつ しょうこ こだいらけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 小平警察署少年柔道会

鈴木　愛美 すずき あみ みなみおおさわけいさつしょしょうねんじゅうどうぶ 南大沢警察署少年柔道部

穂園　心優 ほぞの みゆ みついすみともかいじょうじゅうどうくらぶ 三井住友海上柔道クラブ

花井　桃子 はない ももこ せたがやけいさつしょわかばかいじゅうどうぶ 世田谷警察署若葉会柔道部

優　勝 荻野　友里 おぎの ゆり かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
準優勝 柴田　さち しばた さち せたがやじゅうどうくらぶ 世田谷柔道クラブ

荻野　恵里 おぎの えり かすがじゅうどうくらぶ 春日柔道クラブ
森野　千春 もりの ちはる まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
本川　瑠菜 もとかわ るな はちおうじけいさつしょしょうねんじゅうどうかい 八王子警察署少年柔道会

安藤　雅姫 あんどう まさき まつまえじゅうどうじゅく 松前柔道塾
志村　　楓 しむら かえで ふどうかんあまのどうじょう 富道館天野道場
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