
優　勝 小林　　仁 こばやしじん 三鷹警察署
準優勝 幸田謙一郎 こうだけんいちろう 国士舘少年柔道教室

池田　理空 いけだ　りく 東村山市柔道連盟
温　　日向 おん　ひゅうが 向原柔道クラブ
土屋良太郎 つちや　りょうたろう 小平柔道会
中島　泰地 なかじまたいち 櫻柔道塾
川島　彰悟 かわしましょうご 北沢警察署少年柔道会
加藤　柊太 かとうしゅうた 香竜館

優　勝 平山　颯羅 ひらやまそら 青梅市柔道連盟
準優勝 大西　将生 おおにし　まさき 向原柔道クラブ

増田　優大 ますだゆうだい 城東警察署少年柔道
髙島　礼偉 たかしまれい 鈴木道場
菅井　悠雅 すがいゆうが 東京拘置所少年柔道クラブ
高木　健斗 たかぎ けんと 四ツ家柔道場
相川　康介 あいかわ　こうすけ 東村山市柔道連盟
山形　世晃 やまがたせあ 三鷹警察署

優　勝 大平　一楽 おおだいら いった 勇武館高宮道場
準優勝 中村　律生 なかむらりつ 中野柔道スポーツクラブ

大廹　宏誠 おおさくこうせい 野村道場
大澤　輝己 おおさわあきと 隅田柔道塾
中村　槙吾 なかむらしんご 中野柔道スポーツクラブ
高木　翔玄 たかぎしょうげん 成城警察署少年柔道部
渡部日輝太 わたなべにきた 松前柔道塾
澤海　元輝 さわうみげんき 第七機動隊少年柔道部

優　勝 井上　和真 いのうえかずま 春日柔道クラブ
準優勝 植村小太郎 うえむらこたろう 隅田柔道塾

窪田　　侑 くぼたゆう 春日柔道クラブ
藤井　心人 ふじいしんと 春日柔道クラブ
山口　力也 やまぐちりきや 豆蔵柔道クラブ
柴田　　晃 しばた　こう 世田谷柔道クラブ
野上　虎鉄 のがみこてつ 江東スポ館柔道倶楽部
相川　泰輝 あいかわ たいき BUDDY

優　勝 伊藤　寧柚 いとう  しずく 深川錬磨会
準優勝 中村　仁美 なかむらひとみ 翔亀柔道クラブ

小田　夏凛 おだかりん 三鷹警察署
花井　柚子 はないゆず 世田谷警察署若葉会柔道部
仲宗根心葉 なかそねここは 武大塾
豊田　朱理 とよたしゅり 麻布警察署少年柔道会
村松　花音 むらまつはあと 鈴木道場
榊枝　咲葵 さかきえださき 北沢警察署少年柔道会

優　勝 原井　佳音 はらいかのん 鈴木道場
準優勝 横野　　雫 よこの しずく 八王子警察署少年柔道会

児玉　未咲 こだまみさ 東大和警察署少年柔道部
高場ももこ たかばももこ 江東スポ館柔道倶楽部
本川　美沙 もとかわみさ 調布市柔道連盟
高木　希理 たかぎきらり 自由学舎
松井　　渚 まついなぎさ 東京拘置所少年柔道クラブ
赤池　諒子 あかいけりょうこ 多摩中央警察署少年柔道部

優　勝 澤　　明音 さわあかね 台東リバーサイド柔道クラブ
準優勝 加藤　歌桜 かとううた 春日柔道クラブ

喜納　茉穂 きなまほ 鈴木道場
上田　歩華 うえだあゆか 中野柔道スポーツクラブ
富田桃百佳 とみたももか あきる野柔道クラブ
畠山　彩瞳 はたけやまひとみ 春日柔道クラブ
横溝　采春 よこみぞこはる 町田警察署少年柔道部
坂本　早音 さかもとはやね 町田柔道クラブ
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冲永荘一杯 第30回東京都少年少女学年別柔道選手権大会

優　勝 近藤　辰樹 こんどうたつき 翔亀柔道クラブ
準優勝 寺田　　舜 てらだ　しゅん 世田谷柔道クラブ

持溝晄太郎 もちみぞ　こうたろう 向原柔道クラブ
薄井　崇介 うすい　そうすけ 向原柔道クラブ
宮崎　陽平 みやざき　ようへい 向原柔道クラブ
半田　庵哩 はんだいおり 立川警察署少年柔道部
町田正汰朗 まちだしょうたろう 立川警察署少年柔道部
浅野　真輝 あさのまさき 修徳柔道クラブ

優　勝 安谷屋銀正 あだにや　きらと 墨田区体育館柔道クラブ
準優勝 村山　　魁 むらやまかい 櫻柔道塾

橋本　顕星 はしもとけんせい 青梅市柔道連盟
金村　尚紀 かねむらなおき 松前柔道塾
増田　一昴 ますだひたき 東京拘置所少年柔道クラブ
須山　瑛介 すやまえいすけ 東村山柔道クラブ
五十嵐　聡 いがらしそう 東村山柔道クラブ
井浦　風翔 いうらふうが 松前柔道塾

優　勝 饒平名祥太 よへなしょうた 春日柔道クラブ
準優勝 大澤　和弘 おおさわかずひろ 鈴木道場

山坂　嵐士 やまさかあらし 高尾警察少年柔道部
原田　恵輔 はらだ けいすけ 勇武館高宮道場
前田　爽汰 まえだそうた 第七機動隊少年柔道部
小林　凛大 こばやし　りお 墨田区体育館柔道クラブ
栁　晟太郎 やなぎじょうたろう 隅田柔道塾
細田　　蓮 ほそだれん 鈴木道場

優　勝 橋本　辰幸 はしもとたつゆき 鈴木道場
準優勝 星　　國聖 ほし　くにまさ 向原柔道クラブ

野田　弘也 のだひろや 第七機動隊少年柔道部
三浦　佳大 みうらけいた 上野警察署少年柔道
塩崎　悠太 しおざきゆうた 小松川警察署少年柔道
三浦脩太朗 みうら　しゅうたろう 西新井警察署少年柔道部
小林　大地 こばやしだいち 三井住友海上少年柔道クラブ
肱黒隼汰郎 ひじくろ　じゅんたろう 世田谷柔道クラブ

優　勝 小柴愛梨奈 こしばありな 香竜館
準優勝 玉利　優依 たまりゆい 国士舘少年柔道教室

関川ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾗｯﾄﾞ恵咲 せきかわやんぐばらっどけいてぃ 森田道場
永井友紀子 ながい　ゆきこ 世田谷柔道クラブ

昌子　藍子 しょうじあいこ 立川育成柔道会
高野　　杏 たかのあん 立川育成柔道会
野本奏乃夏 のもとそのか 羽村市柔道会

優　勝 川嶋　歩稀 かわしま　ほまれ 西新井警察署少年柔道部
準優勝 小林　桜奈 こばやしさな 鈴木道場

中島夏乃香 なかじま　かのか 向原柔道クラブ
諸星　七海 もろぼしななみ 国士舘少年柔道教室
酒井　穗華 さかいほのか 上野警察署少年柔道
外山　葉乃 とやまはの 小杉柔道クラブ
川本　　月 かわもとつき 修徳柔道クラブ
馬場　芹奈 ばば せりな 八王子警察署少年柔道会

優　勝 小松　愛南 こまつまな 櫻柔道塾
準優勝 北島　侑紗 きたじまありさ 川野柔道塾

杉本紗亜弥 すぎもとさあや 春日柔道クラブ
黒田　真央 くろだまお 南大沢警察署少年柔道部
池内　　結 いけうちゆう 池内道場
藍原ののあ あいはらののあ 調布市柔道連盟
竹中　涼夏 たけなかすずな 榮進館柔道クラブ
白石　彩華 しらいし　あやか 墨田区体育館柔道クラブ
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冲永荘一杯 第30回東京都少年少女学年別柔道選手権大会

優　勝 片見　　遼 かたみりょう 翔亀柔道クラブ
準優勝 仲宗根夕河 なかそねゆうが 武大塾

小山　雅也 こやままさや 青梅警察署少年柔道会
小林　鉄平 こばやしてっぺい 多摩中央警察署少年柔道部
河原　駿太 かわはら　しゅんた 墨田区体育館柔道クラブ
田中　祐颯 たなかゆうと 武蔵村山市柔道連盟
石川　一虎 いしかわかずとら 春日柔道クラブ
弟子丸隼虎 でしまるはやと 江東スポ館柔道倶楽部

優　勝 發師　健翔 はっしけんしょう 鈴木道場
準優勝 山田　琉輝 やまだ　りゅうき 世田谷柔道クラブ

田村　幹祐 たむらかんすけ やわら道場
中村　英仁 なかむらひでひと 翔亀柔道クラブ
香取　　源 かとりげん 警視庁第三機動隊少年柔道部
滝沢　駿斗 たきざわはやと 川野柔道塾
岡本　瞬也 おかもと しゅんや 八王子警察署少年柔道会
嶋貫　　蓮 しまぬき　れん 西新井警察署少年柔道部

優　勝 日野原叶汰 ひのはらかなた 豆蔵柔道クラブ
準優勝 平　　将武 たいらしょうむ 春日柔道クラブ

石野　力也 いしのりきや 春日柔道クラブ
白川　聖真 しらかわ　しょうま 世田谷柔道クラブ
高瀬　　葵 たかせあおい 香竜館
浅野　克喜 あさのかつき 修徳柔道クラブ
佐藤　壮泰 さとうそうた 松前柔道塾
太田　透真 おおたとうま 春日柔道クラブ

優　勝 井上　大智 いのうえだいち 春日柔道クラブ
準優勝 新藤　　翔 しんどうかける 川野柔道塾

瀧澤蒼志郎 たきざわそうしろう 松前柔道塾
池田　健仁 いけだ たけひと 深川警察署少年柔道部
西村　拓真 にしむら たくま 小金井警察署少年柔道部
杉本　遼次 すぎもとりょうじ 春日柔道クラブ
藤原　陸矢 ふじわらりくや 東大和警察署少年柔道部
西村　　緑 にしむらみどり 春日柔道クラブ

優　勝 村松　桜來 むらまつおうら 鈴木道場
準優勝 小林　聡美 こばやしさとみ 石神井警察署少年柔道

安岡　里桜 やすおかりお 荻窪警察署少年柔道会
榊枝　唯葵 さかきえだゆき 北沢警察署少年柔道会
花井　桃子 はないももこ 世田谷警察署若葉会柔道部
塩川　友菜 しおかわゆうな 勇武館高宮道場
野本　朱夏 のもとしゅうか 羽村市柔道会
西山　璃桜 にしやまりお 櫻柔道塾

優　勝 岡本　紗季 おかもとさき 春日柔道クラブ
準優勝 穂園　心優 ほぞのみゆ 三井住友海上少年柔道クラブ

宍戸真衣華 ししどまいか 高尾警察少年柔道部
鈴木　愛美 すずきあみ 南大沢警察署少年柔道部
篠﨑　夏音 しのざきなつね 町田警察署少年柔道部
山口祈李子 やまぐちきりこ 小金井警察署少年柔道部
守田優凜花 もりたゆりか 春日柔道クラブ
大津　翔子 おおつしょうこ 小平警察署少年柔道会

優　勝 荻野　友里 おぎのゆり 春日柔道クラブ
準優勝 柴田　さち しばた　さち 世田谷柔道クラブ

森野　千春 もりのちはる 松前柔道塾
荻野　恵里 おぎのえり 春日柔道クラブ
宇佐見茜瑚 うさみあこ 森田道場
渡會　七聖 わたらいななせ 台東リバーサイド柔道クラブ
安藤　雅姫 あんどうまさき 松前柔道塾
常田　華叶 つねだかほ 東京拘置所少年柔道クラブ
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冲永荘一杯 第30回東京都少年少女学年別柔道選手権大会

優　勝 加藤　望和 かとうみお 春日柔道クラブ
準優勝 緒方　将也 おがたまさや 東京拘置所少年柔道クラブ

安河内元創 やすこうちげんぞう 江東スポ館柔道倶楽部
千葉　来武 ちばくるむ 豆蔵柔道クラブ
洲﨑　淳志 すさきあつし 成城警察署少年柔道部
大坪　優一 おおつぼゆういち 春日柔道クラブ
中園　頼人 なかぞのよりと 春日柔道クラブ
桑原　涼輔 くわはらりようすけ 武蔵村山市柔道連盟

優　勝 蓑田　耕生 みのだこうせい 東村山柔道クラブ
準優勝 奈良　海人 ならかいと 高尾警察少年柔道部

井上　志穏 いのうえしおん 田園調布警察署少年柔道部
保科　亜光 ほしな  あこう 深川錬磨会
矢野　磐根 やのいわね 松前柔道塾
清水　春希 しみずはるき 小杉柔道クラブ
鈴木　寿祈 すずきかずき 世田谷警察署若葉会柔道部
奈良　玲佳 なら りょうか 勇武館高宮道場

優　勝 村越　大地 むらこしだいち 東京拘置所少年柔道クラブ
準優勝 塩坂　和馬 しおさかかずま 春日柔道クラブ

長谷川創大 はせがわそうた 櫻柔道塾
田嶋　陽人 たじまはると 高尾警察少年柔道部
伊藤　悠葵 いとう  ゆうき 深川錬磨会
長久保堅大 ながくぼけんた 田園調布警察署少年柔道部
岩下　　碩 いわしたひろと 成城警察署少年柔道部
伊藤裕次郎 いとう　ゆうじろう 西新井警察署少年柔道部

優　勝 饒平名和貴 よへなともき 春日柔道クラブ
準優勝 柴田　　陽 しばた　はる 世田谷柔道クラブ

金田　大輝 かねだたいき 立川警察署少年柔道部
髙橋　玲人 たかはしれいと 豆蔵柔道クラブ
谷　　祐吾 たに ゆうご 竹ノ塚警察署
中村　成寿 なかむらひでかず 春日柔道クラブ
大澤　恒陽 おおさわこうよう 鈴木道場
西野　賢惺 にしのけんと 川野柔道塾

優　勝 倉田　愛梨 くらたあいり 隅田柔道塾
準優勝 藤原　美風 ふじわらみかぜ 春日柔道クラブ

鎌田　緋奈 かまだひな 西東京市柔道会
鈴木　茉心 すずきまなか 豆蔵柔道クラブ
竝木　優乃 なみきゆの 櫻柔道塾
渡邉　紫乃 わたなべしの 城東警察署少年柔道
小原　綾香 おはら　あやか コマツ少年柔道クラブ
金野　祐咲 こんのゆさ 青梅警察署少年柔道会

優　勝 笠川　美尋 かさかわ　みひろ 墨田区体育館柔道クラブ
準優勝 村松　舞琳 むらまつまりん 鈴木道場

芦原わかな あしはらわかな 香竜館
倉田　夏苗 くらた　かなえ 西新井警察署少年柔道部
平内亜衣季 ひらうち　あいり 東村山市柔道連盟
佐藤さくら さとうさくら 第七機動隊少年柔道部
森下　友子 もりしたともこ 錬道館関川道場
坂尻　朋果 さかじりともか 修徳柔道クラブ

優　勝 宮﨑　和奏 みやざきわかな 鈴木道場
準優勝 田村　千夏 たむらちなつ 多摩中央警察署少年柔道部

横野　日和 よこの ひより 八王子警察署少年柔道会
佐藤　七菜 さとうなな 勇武館高宮道場
米村　結菜 よねむら　ゆうな 小平柔道会
小野塚美穂 おのずかみほ 調布市柔道連盟
藤井ふくら ふじいふくら 江東スポ館柔道倶楽部
久保木美菜 くぼきみいな 八王子市体育協会柔道連盟
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