
優　　　勝 ２　　位 ３　　位 ３　　位
小　　　　　４ 菊地　哲平 岩下　幸誠 麦間　亮汰 朝倉　勇亜

軽　 量　 級 （　薮塚柔道　） （　田島道場　） （　大胡柔道　） （　草津柔道　）

小　　　　　４ 高橋　桜汰 川岸　聖矢 坂巻　瑛夫 吉田　　晃

中　 量　 級 （　草津柔道　） （　新里柔道　） （　富岡柔道　） （高崎市柔道）

小　　　　　４ 佐野　幸助 武井　陽音 雨笠　大和 篠﨑　　優

軽 重 量 級 （　ＭＤ柔道　） （　田島道場　） （　毛呂道場　） （　佐藤道場　）

小　　　　　４ 竹吉　瑞樹 轟　　竜樹 和南城祐汰 蟻川　　元

重　 量　 級 （　田島道場　） （　 境柔道 　） （富士見柔道） （　子持柔道　）

小　　　　　５ 壽孝　　光 畑村　彪瑠 常　　竣典 權田　縁士

軽 　量 　級 （　赤堀柔道　） （太田南柔道） （　新田柔道　） （太田宝柔道）

小　　　　　５ 石関　弘晃 柿崎　雄大 丸山　佳大 中里　太郎

中 　量 　級 （　田島道場　） （　新田柔道　） （渋川中央柔道） （　田島道場　）

小　　　　　５ 高橋　龍虎 北條　允人 南雲　　豪 飯島貫太郎

軽 重 量 級 （　新田柔道　） （　大胡柔道　） （　新田柔道　） （　新田柔道　）

小　　　　　５ 丸山　粋斗 桒山　陽翔 多賀谷一輝 古澤　武竜

重 　量　 級 （　田島道場　） （伊勢崎柔道） （　新田柔道　） （　桐生柔道　）

小　　　　　６ 市場　皐聖 林　　清 奥野　登夢 吉田　隆我

軽　 量 　級 （前橋ジュニア） （太田南柔道） （　毛呂道場　） （前橋ジュニア）

小　　　　　６ 中嶋　伴紀 長谷川　慧 中村　圭翔 富　　燎哉

中 　量 　級 （前橋ジュニア） （　佐藤道場　） （前橋ジュニア） （　毛呂道場　）

小　　　　　６ 青木胡汰郎 深澤　一矢 萩原　悠斗 石川　惺成

軽 重 量 級 （堤ヶ岡柔道） （　新田柔道　） （伊勢崎豊受） （　剣持柔道　）

小　　　　　６ 長谷川　環 菊池　晏至 吉田　智哉 関口　　健

重 　量 　級 （みなかみ柔道） （　田島道場　） （　剣持柔道　） （前橋ジュニア）

女 　小　 ４ 関　　椿琶 小沼　千紗 手塚　結衣 布川　結衣

軽 　量 　級 （　桐生柔道　） （　邑楽柔道　） （　桐生柔道　） （　大胡柔道　）

女 　小 　４ 今泉　華香 村木　夢花 吉田　梨華 関口　　栞

中 　量 　級 （　赤堀柔道　） （　赤堀柔道　） （　大胡柔道　） （　ＭＤ柔道　）

女 　小　 ４ 栗原　あづ 伊藤菜々美 小暮　鈴果 今井　朱夏

重 　量 　級 （伊勢崎宮郷） （　富岡中央柔道　） （　富岡柔道　） （　田島道場　）

女 　小　 ５ 浅野　月架 堀井　祐希 岡田　葉瑠 石川　百花

軽　 量 　級 （　 境柔道　　） （　新里柔道　） （　佐藤道場　） （　赤堀柔道　）

女 　小 　５ トーレス カミラ 毛呂天花莉 小倉 フロルデリザ

中　 量　 級 （　佐藤道場　） （　毛呂道場　） （　長良柔道　）

女　 小 　５ 寳条　まり 早野　日香 新井　陽子 毛呂日花莉

重 　量　 級 （前橋ジュニア） （　佐藤道場　） （毛里田柔道） （　毛呂柔道　）

女　 小　 ６ 島野　美海 唐澤　美咲 深澤　百華 関口　凜

軽　 量　 級 （　新里柔道　） （　城南柔道　） （　富岡柔道　） （　ＭＤ柔道　）

女　 小　 ６ 山﨑　瑛絵 中村　廣海 大河原夕捺 小山　柚姫

中 　量　 級 （　新里柔道　） （　薮塚柔道　） （　富岡柔道　） （　桐生柔道　）

女　 小 　６ トーレス アリネ 城代　恵美 小林　紗佳 藤井　　瞳

重 　量　 級 （　佐藤道場　） （　 眞明館 　） （楽心会柔道） （　昭和柔道　）

第 ４０ 回　小学生総体　　入 賞 者　　　28年11月27日



   

開会式             投げの形演武 取 門倉由尭君(櫻井) 受 田村翼冴君(堤ヶ岡) 

 

   

６年生男子軽量級入賞者                 ６年生男子軽重量級入賞者 

 

   

６年生男子中量級入賞者                 ６年生男子重量級入賞者 

 

   
６年生女子軽量級入賞者                  ６年生女子中量級入賞者 

 



 

 

   
６年生女子重量級入賞者 

 

   

 

 ３年連続優勝 長谷川 環 君（みなかみ） 


