
学年 階級 優勝 準優勝 第３位 第３位

軽量級 和田 智輝 小林 秀行 渡邉 涼斗 武井 君仁

団体名 （塚沢柔道） （前橋中央柔道） （前橋北柔道） （みさと柔道）

中量級 秋本 凌吾 米澤　稜 平野 就汰 牛腸 伊吹

団体名 （塚沢柔道） （新田柔道） （桐生柔道） （桐生柔道）

重量級 柴田 昌彦 森田　亮 中林 龍一 河村 龍成

団体名 （塚沢柔道） （吉岡町柔道） （みさと柔道） （みさと柔道）

軽量級 河合 幸輝 松本 尋斗 木内 祐希 渡辺 大和

団体名 （水上柔道） （桐生柔道） （薄根柔道） （前橋中央柔道）

中量級 星野 力丸 塩野 隆弘 佐藤 修斗 山口 優太

団体名 （高山村柔道） （芳賀柔道） （榛東村柔道） （中之条町柔道）

軽重量級 清水 拓海 狩野 伶太 小林　陸 小室 豪太

団体名 （前橋中央柔道） （前橋柔道） （富士見柔道） （昭和柔道）

重量級 村田 大征 岡村 京介 佐藤 将二 星野  一貫

団体名 （塚沢柔道） （沼田柔道） （富岡柔道） （みさと柔道）

軽量級 鈴木 晃多 児嶋 知哉 中嶋 大騎 後藤 颯太

団体名 （榛東村柔道） （新田柔道） （前橋中央柔道） （渋川中央柔道）

中量級 入澤 優輝 原　由薫 村岡 祐伊 佐々木 駿

団体名 （前橋城南柔道） （塚沢柔道） （桐生柔道） （伊勢崎豊受柔道）

重量級 岸　勇基 野口 輝音 矢野 后晟 神戸 海人

団体名 （みさと柔道） （大胡柔道） （長良柔道） （富岡柔道）

軽量級 早野 那奈 佐藤 里帆 赤石 萌夏 唐澤 南美

団体名 （塚沢柔道） （伊勢崎宮郷柔道） （前橋中央柔道） （前橋城南柔道）

中量級 川端 千春 佐藤 茉優 今泉 千尋 宮田 栞菜

団体名 （大胡柔道） （大胡柔道） （渋川中央柔道） （沼田利南）

重量級 坂爪 優渚 赤江 京佳 関根 優里亜 飯塚 咲良

団体名 （榛名柔道） （塚沢柔道） （藪塚柔道） （桐生柔道）

軽量級 吉田 歩加 長谷川 凛 青木 菜奈可 田中　舞

団体名 （大胡柔道） （塚沢柔道） （堤ヶ岡柔道） （塚沢柔道）

重量級 下山 幸菜 徳江 美玖 嶌村 千佳 高橋 優花

団体名 （大胡柔道） （玉村錦野柔道） （前橋柔道） （渋川中央柔道）

軽量級 伊藤 理湖 小鮒　遥 薗田 瑞穂 冨山 瑠夏

団体名 （前橋中央柔道） （堤ヶ岡柔道） （長良柔道） （前橋中央柔道）

重量級 早野 弥咲 阿部 友花 金井 愛美 寺島 奈穂

団体名 （塚沢柔道） （新治柔道） （昭和柔道） （中之条町柔道）

２年女子

３年女子

第１７回群馬県スポーツ少年団中学生柔道交流大会
平成２５年９月８日（日）

１年男子

２年男子

３年男子

１年女子



中学生柔道交流大会

中学１年男子軽量級(49ｋｇ以下）

9

1

17

2

10

21

11

3

18

4

12

23

13

5

19

6

14

22

15

7

20

8

16

第1位 和田　智輝 (塚沢)

第2位 小林 秀行 (前橋中央)

第3位 武井　君仁 (みさと)

第3位 渡邉 涼斗 (前橋北)

2 伊丹 雄祐 (境)

1 武井　君仁 (みさと)

4 高栁　成広 (昭和)

3 高橋 輪 (渋川)

6 今井　拓人 (前橋)

5 馬場　晧敬 （太田南）

8 狩野　泰成 (薄根)

7 小島　拓也 (塚沢)

10 武藤 遼太 (榛名)

9 永井 創司 (渋川)

12 金子 龍玄 (大胡)

11 小林 秀行 (前橋中央)

14 相田　利樹 (藪塚)

13 岩下　哲也 (前橋)

16 宇野　優雅 (渋川中央)

15 齋藤　大二朗 (塚沢)

18 渡邉 涼斗 (前橋北)

17 設楽　直生 (薄根)

20 和田　智輝 (塚沢)

19 高橋 雄大 (渋川)

22 高橋 翔真 (富岡)

21 佐復　琉聖 (前橋城南)

24 大橋　嵐 (境)

23 大平　聖秀 (沼田利南)



中学生柔道交流大会

中学１年男子中量級(５０㎏～６０㎏）
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1

14
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15
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9

20
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4
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19
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5
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第1位 秋本　凌吾 (塚沢)

第2位 米澤　稜 (新田)

第3位 牛腸　伊吹 (桐生)

第3位 平野　就汰 (桐生)

4 坂田　向陽 (吉岡町)

1 秋本　凌吾 (塚沢)

3 長谷川　拓海 (伊勢崎宮郷)

2 飯塚 利貴 (長良)

6 柳澤 貢司 (富岡)

5 伊藤　　空 (堤ケ岡)

8 原田　竜弥 (堤ケ岡)

7 野本 龍也 (前橋北)

10 川岸　正裕 (堤ケ岡)

9 岩瀬　星弥 (沼田利南)

12 野上　　柊 (高山村)

11 牛腸　伊吹 (桐生)

14 青木 翔太郎 (堤ケ岡)

13 平野　就汰 (桐生)

(富岡)

16 桜井　和希 (吉岡町)

15 木下　颯太 (堤ケ岡)

(伊勢崎宮郷)

21 米澤　稜 (新田)

18 多胡 元貴 (渋川)

19 安田　朋輝 (堤ケ岡)

20 君島　汰志

17 小出 達也



中学生柔道交流大会

中学１年男子重量級(６１ｋｇ以上）

6

1

14
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20
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4
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19
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17

5
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第1位 柴田　昌彦 (塚沢)

第2位 森田　　亮 (吉岡町)

第3位 河村　龍成 (みさと)

第3位 中林　龍一 (みさと)

4 茂木　遼太 (堤ケ岡)

1 河村　龍成 (みさと)

3 大河原　拓真 (沼田利南)

2 湯本　祥伍 (前橋)

6 関谷　将人 (塚沢)

5 澤田　竜輔 (昭和)

8 荒井　創太 (太田南）

7 森田　　亮 (吉岡町)

10 茂木 武蔵 (富岡)

9 木暮　勇人 (藪塚)

12 柴田　昌彦 (塚沢)

11 兵藤　太一 (沼田中央)

14 髙野 隆治 (水上)

13 今井 海斗 (富士見)

(吉岡町)

16 金子　蓮重 (沼田利南)

15 五十嵐　巧 (伊勢崎)

(堤ケ岡)

21 藤掛　竜矢 (桐生)

18 中林　龍一 (みさと)

19 桑原　颯仁 (沼田中央)

20 狩野　瑠星

17 山本　大陸



中学生柔道交流大会

中学２年男子軽量級(４９㎏以下）

16

1

24

2

17

3

28

4
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5

25

6

19

7

30

8

20

9

26

10

21

11

29

12

22

13

27

14

23

第1位 河合幸輝 (水上)

15 第2位 松本　尋斗 (桐生)

第3位 渡辺 大和 (前橋中央)

第3位 木内　祐希 (薄根)

4 木内 逸輝 (前橋中央)

1 河合幸輝 (水上)

3 山口　大輝 (堤ケ岡)

2 石関　勇太 (前橋)

6 櫻井　理久 (新田)

5 池田　大翔 (みさと)

8 永井　　玲 (吉岡町)

7 大澤　朋矢 (吉岡町)

10 吉川　暉彦 (毛里田)

9 田胡 佑樹 (富岡)

12 久保田 一真 (新里)

11 渡辺　渓太郎 (伊勢崎豊受)

14 小曾根　峻 (堤ケ岡)

13 木内　祐希 (薄根)

16 木村 睦生 (前橋中央)

15 須田 富葵 (前橋中央)

18 松井　五月 (薄根)

17 田村　祐輔 (みさと)

20 小池　遼介 (吉岡町)

19 小林 透尉 (長良)

22 松本　尋斗 (桐生)

21 高橋　幹東 (堤ケ岡)

24 大沢　歩瑠 (沼田利南)

23 深津　一樹 (渋川中央)

(伊勢崎豊受)

26 金井　克樹 (新里)

25 松嶋 凜拓 (前橋中央)

（太田南）

31 佐野　貴昭 (塚沢)

28 渡辺 大和 (前橋中央)

29 児玉　達明 (薄根)

30 城代　龍一

27 久保田　歩夢



中学生柔道交流大会

中学２年男子中量級(４９．５ｋｇ～５５ｋｇ）
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第1位 星野　力丸 (高山村)

第2位 塩野　隆弘 (芳賀)

第3位 佐藤　修斗 (榛東村)

第3位 山口　優太 (中之条)

2 市川　誉揮 (堤ケ岡)

1 塩野　隆弘 (芳賀)

4 林　　佳祐 (沼田中央)

3 沖山　景亮 (長良)

6 鷲見　　颯 (伊勢崎)

5 入山 大 (富岡中央)

8 三原　秀幸 (堤ケ岡)

7 池田　悠人 (堤ケ岡)

10 川井　勇人 (みさと)

9 高田　爽太 (吉岡町)

12 新井　　翼 (沼田利南)

11 中嶋　優希 (芳賀)

14 佐藤　修斗 (榛東村)

13 高橋　眞也 (堤ケ岡)

16 小林　竜己 (堤ケ岡)

15 藤田　　翔 (桐生)

18 角田　真一 (芳賀)

17 磯田　将太 (富士見)

20 星野　力丸 (高山村)

19 山本　亮佑 (みさと)

22 神宮　祥 (芳賀)

21 黒崎　春市 (堤ケ岡)

24 武井　大樹 (高崎市石原)

23 木ノ上アロン (堤ケ岡)

26 山口　優太 (中之条)

25 ｶﾙﾊﾞﾊﾙ・ｴｲｼﾞ (伊勢崎豊受)

28 石田　雅基 (前橋)

27 込山　冬騎 (堤ケ岡)



中学生柔道交流大会

中学２年男子軽重量級(５６ｋｇ～６４㎏以上）
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8

25
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23
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19

第1位 清水 拓海 (前橋中央)

第2位 狩野　伶太 (前橋)

第3位 小林 陸 (富士見)

第3位 小室　豪太 (昭和)

4 堤　大河 (昭和)

1 清水 拓海 (前橋中央)

3 川崎 楓太 (渋川)

2 伊藤　秀巧 (堤ケ岡)

6 武井　宏真 (みさと　)

5 河田 将輝 (境)

8 小林 陸 (富士見)

7 菅原　未貴也 (吉岡町)

10 近藤　海翔 (前橋城南)

9 藤澤 大輝 (富岡中央)

12 持田　大然 (伊勢崎宮郷)

11 澤浦　智之進 (昭和)

14 小室　豪太 (昭和)

13 阿部 翔太 (大胡)

16 高橋　　潤 (榛東村)

15 須藤 隆文 (大胡)

18 栗原 伊緒里 (富士見)

17 日野　明風 (新里)

20 広井　智也 (堤ケ岡)

19 高橋 晟也 (渋川)

(沼田中央)

22 須田 卓実 (榛名)

21 押切　誠弥 (伊勢崎)

(中之条)

27 狩野　伶太 (前橋)

24 佐藤　　響 (吉岡町)

25 小野塚　隆太 (渋川中央)

26 奈良 一輝

23 関　　尚希



中学生柔道交流大会

中学２年男子重量級(６６㎏以上）
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23
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第1位 村田　大征 (塚沢)

第2位 岡村　京介 (沼田中央)

第3位 星野　一貫 (みさと)

第3位 佐藤 将二 (富岡)

4 磯貝 亮介 (富岡中央)

1 村田　大征 (塚沢)

3 石井　亨承 (沼田中央)

2 斉藤 光亮 (大胡)

6 木榑　卓也 (薄根)

5 亀井　翔太 (伊勢崎)

8 大熊 和樹 (榛名)

7 高木　龍 (みさと　)

10 茂田　直樹 (榛東村)

9 小暮　友麻 (高崎市石原)

12 山田　星哉 (沼田利南)

11 若林 一也 (長良)

14 瀧澤　大輔 (塚沢)

13 佐藤 将二 (富岡)

16 岡村　京介 (沼田中央)

15 白井　裕大 (新里)

18 入山 隼也 (富岡)

17 宮田　　純 (薄根)

20 今井 篤 (富士見)

19 清水　裕斗 (みさと)

(榛東村)

22 櫻澤　　陸 (堤ケ岡)

21 森下 愛哉 (中之条)

(伊勢崎)

27 星野　一貫 (みさと)

24 廣橋　響 (塚沢)

25 鈴木　竜馬 (沼田中央)

26 成田　創紀

23 廣橋　　響



中学生柔道交流大会

中学３年男子軽量級(５５㎏以下）

5

1

13

6

17

7

14

2

8

19

9

3

15

10

18

11

16

4

12

第1位 鈴木　晃多 (榛東村)

第2位 児嶋　知哉 (新田)

第3位 後藤　颯太 (渋川中央)

第3位 中嶋　大騎 (前橋中央)

1 児嶋　知哉 (新田)

2 野中　樹大 (前橋)

3 金井　一生 (沼田中央)

4 瀬下　隆介 (みさと)

5 内山　栄太郎 (前橋中央)

6 藤原　由弥 (前橋中央)

7 岡田　真悟 (塚沢)

8 沖山　雄哉 (長良)

9 津金澤 大 (富岡)

10 後藤　颯太 (渋川中央)

11 中嶋　大騎 (前橋中央)

12 大河原　恵都 (高崎市石原)

13 柳沢　朱羅 (長良)

14 広神　裕也 (堤ケ岡)

15 飯塚　稀平 (渋川中央)

16 青木 悠真 (富岡)

17 野村　将志 (境)

18 星野　拓夢 (新里)

19 齋藤　宗太朗 (塚沢)

20 鈴木　晃多 (榛東村)



中学生柔道交流大会

中学３年男子中量級(５６ｋｇ～６５ｋｇ）
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第1位 入澤　優輝 (前橋城南)

第2位 原　由薫 (塚沢)

第3位 佐々木　駿 (伊勢崎豊受)

第3位 村岡　祐伊 (桐生)

2 砂川　晃啓 (前橋城南)

1 原　由薫 (塚沢)

4 青木　武将 (大胡)

3 金井　伸太朗 (桐生)

6 佐々木　駿 (伊勢崎豊受)

5 五十嵐　昂輝 (前橋)

8 内山　恵幸 (前橋)

7 小澤　尚稔 (堤ケ岡)

10 松村　知輝 (前橋北)

9 杉本 里駆 (富岡)

12 佐藤　雄大 (前橋)

11 綿貫　友祐 (昭和)

14 小菅　悠人 (渋川中央)

13 冨岡　知輝 (塚沢)

16 野本　州汰 (長良)

15 大澤　元紀 (堤ケ岡)

18 加藤　勇人 (昭和)

17 入澤　優輝 (前橋城南)

20 塚田　健人 (堤ケ岡)

19 小出　桜爾 (伊勢崎豊受)

22 細矢　秀 (前橋)

21 村岡　祐伊 (桐生)



中学生柔道交流大会

中学３年男子重量級(６６ｋｇ以上）
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第1位 岸　勇基 (みさと　)

第2位 野口 輝音 (大胡)

第3位 矢野 后晟 (長良)

第3位 神戸 海人 (富岡)

30 澤浦　賢治郎 (昭和)

29

石井　一輝 （太田南）

28

金城　風汰 (伊勢崎)

27

神戸 海人 (富岡)

26

中島 一希 (境)

25

大河原 正也 (富岡中央)

24

南雲　瞬 (新田)

23

小林　辰也 (伊勢崎豊受)

22

榎本 拓哉 (富岡)

21

髙山 大夢 (前橋中央)

20

橳島 涼太 (水上)

19

川端 淳太郎 (前橋城南)

18

茂呂　岬希 (境)

17

古市　稜賀 (新里)

16 岸　勇基 (みさと　)

15 新木勇仁 (境)

14 角田　賢一 （太田南）

13 川村　勇樹 (前橋)

12 矢野 后晟 (長良)

11 見友 善勝 (富岡)

10 相澤　慎吾 (前橋城南)

9 岡安　雅樹 (伊勢崎)

8 金井 考徳 (新治)

7 飯島 知寛 (境)

6 野口 優汰 (榛名)

5 依田 瑠依 (前橋中央)

4 関　　淩汰 (新里)

3 野口 輝音 (大胡)

2 高澤　槙吾 (沼田中央)

1 池田　涼馬 (みさと　)



中学生柔道交流大会

中学１年女子軽量級(４３．８ｋｇ以下）

6

1

10

2

7

3

12

8

4

11

5

9

第1位 早野　那奈 (塚沢)

第2位 佐藤　里帆 (伊勢崎宮郷)

第3位 唐澤　南美 (前橋城南)

第3位 赤石 萌夏 (前橋中央)

13 早野　那奈 (塚沢)

12 宇野　未玖 (渋川中央)

11 阿部 陽和 (新治)

9 三ツ澤 愛実 (堤ケ岡)

10 石田 絹佳 (富岡)

7 甚野 芹華 (渋川)

8 唐澤　南美 (前橋城南)

5 赤石 萌夏 (前橋中央)

6 佐藤 由起子 (富岡)

3 清水 美玖 (富岡)

4 初谷　奈未 (堤ケ岡)

1 佐藤　里帆 (伊勢崎宮郷)

2 南雲　杏未 (新田)



中学生柔道交流大会

中学１年女子中量級(４４㎏～４９㎏）

1

9

2

13

3

10

4

15

5

11

6

14

7

12

8

第1位 川端 千晴 (大胡)

第2位 佐藤 茉優 (大胡)

第3位 今泉　千尋 (渋川中央)

第3位 宮田　栞菜 (沼田利南)

15 笹島　美憂 (沼田中央)

16 田代 つくし (境)

13 宮田　栞菜 (沼田利南)

14 高木　水奏 (堤ケ岡)

11 豊田　麻李亜 (前橋)

12 狩野　真奈 (みさと)

9七五三木　茉菜 (昭和)

10 佐藤 茉優 (大胡)

7 佐々木　優 (伊勢崎豊受)

8 井浦 寧々 (新治)

5 松井　　華 (沼田中央)

6 今泉　千尋 (渋川中央)

3 渡谷ソフィア (沼田利南)

4 村田 菜々香 (堤ケ岡)

1 川端 千晴 (大胡)

2 矢島　さゆり （太田南）



中学生柔道交流大会

中学１年女子重量級(５０㎏以上）

4

1

8

5

10

6

2

9

3

7

第1位 坂爪 優渚 (榛名)

第2位 赤江　京佳 (塚沢)

第3位 飯塚　咲良 (桐生)

第3位 関根　優里亜 (藪塚)

11 坂爪 優渚 (榛名)

10 土谷 成瑠穂 (堤ケ岡)

9 横坂　柊花 (昭和)

7 諸田　真子 (昭和)

8 須田　春菜 (渋川中央)

5 永井 沙耶香 (沼田利南)

6 関根　優里亜 (藪塚)

3 田島 愛弓 (境)

4 飯塚　咲良 (桐生)

1 赤江　京佳 (塚沢)

2 保坂　まゆ (昭和)



中学生柔道交流大会

中学２年女子軽量級(５０㎏以下）

3

1

11

4

15

5

12

6

17

7

13

8

16

9

14

2

10

第1位 吉田 歩加 (大胡)

第2位 長谷川　凜 (塚沢)

第3位 田中　舞 (塚沢)

第3位 青木 菜奈可 (堤ケ岡)

1 吉田 歩加 (大胡)

2 木村　桃乃 (沼田中央)

3 小池　うらら (堤ケ岡)

4 内田　　円 (吉岡町)

5 田島 かなこ (富岡)

6 田中　舞 (塚沢)

7 後藤 朋代 (渋川)

8 諸橋　茜 (渋川中央)

9 藤生 奈美 (長良)

10 大竹 留未奈 (富岡)

11 真下　智可 (渋川中央)

12 入澤　結之 (榛東村)

13 長谷川　凜 (塚沢)

14 吉川 莉香子 (新里)

15 吉原 佑香 (富士見)

16 青木 菜奈可 (堤ケ岡)

17 富田　優月 （太田南）

18 松嶋 未空 (前橋中央)



中学生柔道交流大会

中学２年女子重量級(５１㎏以上）
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1

13

8

15

7

12

6

16

5

11

4

14

3

10

2

第1位 下山 幸菜 (大胡)

第2位 德江 美玖 (玉村錦野)

第3位 高橋　優花 (渋川中央)

第3位 嶌村　千佳 (前橋)

17 北條 歩美 (大胡)

16 早川　　夢 (桐生)

15 德江 美玖 (玉村錦野)

13 高橋　優花 (渋川中央)

14 横田 陽南 (渋川)

11 平野　　優 (沼田利南)

12 小渕　有未 (吉岡町)

9 下山 幸菜 (大胡)

10 相原 愛華 (前橋中央)

7 斉木　彩花 (堤ケ岡)

8 中野 杏樹 (境)

5 小方　静流 (昭和)

6 清水　実里 (渋川中央)

3 飯塚　琉菜 (桐生)

4 千明　笑奈 (渋川中央)

1 嶌村　千佳 (前橋)

2 北川 歩美 (玉村錦野)



中学生柔道交流大会

中学３年女子軽量級(５２㎏以下）

9

1

13

8
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7

12

6

16

5

11

4

14

3

10

2

第1位 伊藤 理湖 (前橋中央)

第2位 小鮒　　遥 (堤ケ岡)

第3位 薗田 瑞穂 (長良)

第3位 冨山 瑠夏 (前橋中央)

17 冨山 瑠夏 (前橋中央)

16 石川　真帆 (堤ケ岡)

15 安藤　美紀 (みさと)

13 稲垣　夢乃 (桐生)

14 松井　夏海 (沼田中央)

11 佐藤　日和 (新里)

12 伊藤　風花 (前橋城南)

9 小山　利奈 (塚沢)

10 小鮒　　遥 (堤ケ岡)

7 岩上　有里 (前橋城南)

8 深津　麻衣 (渋川中央)

5 後藤　紗栄 (みさと)

6 薗田 瑞穂 (長良)

3 矢島　美月 （太田南）

4 黒岩　香織 (新里)

1 伊藤 理湖 (前橋中央)

2 大井　伊織 (沼田中央)



中学生柔道交流大会

中学３年女子重量級(５２ｋｇ以上）

4

1

8

5

10

6

2

9

3

7

第1位 早野　弥咲 (塚沢)

第2位 阿部友花 (新治)

第3位 寺島奈穂 (中之条)

第3位 金井　愛美 (昭和)

11 阿部友花 (新治)

10 須藤由佳里 (新里)

9 小板橋　千尋 (みさと)

7 廣瀬美典 (境)

8 木村　涼音 (沼田中央)

5 唐木　明日菜 (吉岡町)

6 金井　愛美 (昭和)

3 田村　夏月 (沼田中央)

4 寺島奈穂 (中之条)

1 早野　弥咲 (塚沢)

2 関上　小百合 (昭和)


