
年少17㎏級 

 　17㎏級 稲葉　紗和 沼津学園 小川　璃久 四日市 神戸　孝仁 常滑

 　  19㎏級 橘川　晃敦 マイスポーツ 中西　晃大 いなべ 加藤　丈誠 羽島

    21㎏級 吉田　将悠 一志ジュニア 天木　昴瑠 常滑 笠本　芽咲 刈谷

    23㎏級 村田　陽河 常滑 池田　梨桜 刈谷

＋23㎏級 萩野　貴大 いなべ 中村　太信 四日市

  20㎏級 西村　翔偉 焼津ジュニア 松浦　充希 刈谷 西島　綾乃 刈谷

  22㎏級 金山　來実 四日市 山本はるあ 東伊豆 伊藤　圭祐 四日市

  24㎏級 中島　直 日進 加々美　悠朔 浜松SSFC 小川　璃苑 四日市

１～２年   26㎏級 小塚　菜々 いなべ 清水　悠希 焼津ジュニア 佐藤　優羽 焼津ジュニア

  28㎏級 馬渡　東吾 四日市 川北　崇太 四日市 千賀　源生 桑名

  31㎏級 志茂山　爽羽 加茂農林

＋31㎏級 服部　桜介 ゼントータル 寺本　溫 四日市

  24㎏級 星野　響甫 刈谷 鈴木　玲央 東伊豆 山本　健吾 NUMAZU

 26㎏級 與那城　一輝 日進 満永　大楽 刈谷 杉本　成空 一宮

 28㎏級 北島　魂 四日市 山崎　魁良 いなべ 清水　火皇 刈谷

 30㎏級 上武　春輝 焼津ジュニア 金田　瑛仁 日進 小菅　慶士 沼津学園

３～４年  33㎏級 松岡　空 大垣 川村　奏太郎 四日市 中村　優太 四日市

 36㎏級 神谷　樹生 いなべ 吉川　昌宗 大垣 村田　大河 常滑

 40㎏級 塚本　啓人 マイスポーツ 田島　宗 四日市 梅村　周磨 加茂農林

＋ 40㎏級 亀原　悠生 マイスポーツ

22㎏級 江坂　萌那 刈谷 山本　真鈴 NUMAZU

 24㎏級 吉田　七名海 一志ジュニア 橋本　沙奈 鳥羽 山内　彬代 常滑

 26㎏級 北畠　沙季 ゼントータル 森野　万葉 沼津学園 濱田　瑠愛 NUMAZU

 28㎏級 小川　凜佳 四日市 早水　咲来 四日市 植田　愛来 常滑

 30㎏級 粕谷　志乃 刈谷 西村　唯菜 焼津ジュニア 杉原　由実 修善寺キッド

＋30㎏級 吉田　千沙都 一志ジュニア 坂井　愛 羽島 森川　更紗 NUMAZU

　26㎏級 松浦　壮希 刈谷 郡山　征煌 NUMAZU 竹本　優 焼津ジュニア

　28㎏級 里中　飛雅 羽島 金山　弥礼 四日市 清水　仁人 四日市

　30㎏級 伊藤　快 日進 佐藤　琢磨 NUMAZU 中村　真翔 鳥羽

　33㎏級 伊藤　久遠 四日市 小塚　彪 いなべ 大谷　哉斗 刈谷

５～６年  36㎏級 秋山　大和 焼津ジュニア 中村　太紀 四日市 碓井　晴登　 大垣

  39㎏級 吉田　汰洋 一志ジュニア 奥井　峻晴 四日市 曽野　壱晟 鳥羽

  42㎏級 松岡　大洋 大垣 篠原 琉偉 FUJI 森　淳星 修善寺キッド

  45㎏級 神谷　龍之介 いなべ

  ５０㎏級 前田　虎太郎 尾張 石坂　陽典 羽島 森川　海斗 NUMAZU

  55㎏級 

＋55㎏級 

 26㎏級 清水　萌里 四日市

 28㎏級 近藤　楓香 刈谷 真田　亜純 FUJI 青山　千夏 修善寺キッド

 30㎏級 　眞柄　美和 四日市 弓矢　紗希 いなべ 川村　百花 四日市

　33㎏級 稲垣　和 四日市 早水　誓来 四日市 青山　笑実 常滑

 36㎏級 志貴　南栄 刈谷 山本　こころ 東伊豆 ビャンバスレン　ハリウン 一志ジュニア

　40㎏級 森川　晴凪 一志ジュニア 袴田　ちはや 長泉FA 増田　満里奈 NUMAZU

 45㎏級 藤本　夏妃 羽島 後藤　結衣 常滑 服部　憧和 ゼントータル

＋45㎏級 浅野　羽菜 刈谷 駒田　真琴 NUMAZU 安藤　圭那 清水

特 別 賞： 最優秀選手 與那城　一輝   （ 鳥羽     ）

優 秀 選 手 【小学生の部】   伊藤久遠      （ 四日市  ）

【小学生の部】   小塚菜々      （ いなべ   ）

【小学生の部】   上武春輝      （ 焼津Jr   ）

【エクセレントレフェリー】　　　丸山紀代乃　　

女子
５～６年

「第22回東海少年少女選手権大会」大会結果

期日：平成28年５月８日（日）/ 会場：常滑市体育館 / 参加：26団体(４県）302名

女子
３～４年

階級 １位 ２位 ３位

幼年


