
種 目

男 池田・阿部 朝明 新井・岩田 羽津 佐藤・岩田 中部 市川・渡辺 保々

女 谷井・岩元 中部 佐藤・杉野 南 小山・木股 港 矢羽田・矢野 朝日

男 水谷・山下 富洲原 吉井・永井 海星 中道・小川 暁 松田・山北 桜

女 大矢知・伊藤 大池 奥岡・渡辺 暁 加藤・鎌田 西陵 家城・中川 笹川

男 藤田 秀志 西朝明 斉藤 爽太 大池 田中 龍斗 海星 戸松 幸來 羽津

女 川南 仁美 羽津 種田 美月 常磐 石田 七海 富田 藤井 理子 羽津

柔道２年 50㎏以下 男 石井 翔吾 桜 林 龍風 三滝 小林 晃太郎 菰野 下村 輝 朝明

 　55㎏以下 男 川島 聡太 菰野 井上 拓茉 桜 岡 玲治 南 川村 将真 大池

60kg以下 男 川村 幸太郎 三滝 桂山 久澄 三滝 芳野 寿莉空 南 西山 玲太 菰野

66㎏以下 男 水谷 光樹 桜 村田 優人 桜

73kg以下 男 藤田 大也 南 大塚 諒 南 伊藤 準矢 中部 髙須 陽斗 中部

  　73㎏超級 男 加藤 駿 大池 薮田 優樹 大池

１年（軽量級） 男 田畑 竜希 内部 矢野 志燿 桜 森 雅生 内部 伊藤 史門 桜

  （軽中量級） 男 田口 日奈太 三滝 伊藤 良眞 三滝 矢田 健汰 菰野 山北 力也 桜

  （中量級） 男 片山 隼作 川越 田中 裕貴 内部 太田 陸斗 桜 水野 雅貴 大池

（軽重量級） 男 菅野 浩輝 大池 萩 大地 大池 岡本 光世 菰野 清水 カウエ 内部

  （重量級） 男 川崎 康平 大池 森 俊太朗 楠 花井 慶明 朝明 藤本 承太郎 菰野

 ２年44㎏以下 女 奥村 夏鈴 菰野 脇 麻理奈 桜 坂倉 泉美 南 長谷川 ゆきの 中部

  　48㎏以下 女 矢田 楓 菰野 小林 さくら 大池 杉本 帆望 大池 村鳥 真由 大池

  　57㎏以下 女 田中 明日香 三滝 唐沢 れん花 三滝

  　63㎏以下 女 伊藤 はるな 中部 長谷川 由依 内部

  　63㎏超級 女 伊藤 萌華 菰野

１年（軽量級） 女 今村 まどか 菰野 松岡 知沙 南

  （軽中量級） 女 西芦谷 雅 大池 加藤 真菜 大池 仲野 萌 三滝 齋藤 南帆 三滝

  　（中量級） 女 川村 幸穂 三滝 古市 紗菜 朝明 笹内 伸香 中部 仁木 希美 南

  　（重量級） 女 山口 空 三滝 上野山 真紀 三滝 樋口 愛結 南 久保 玲奈 菰野

男 山田 拓哉 中部 清水 日向 常磐 浅田 峰巨 暁

女 澁谷 咲良 西笹川 内田 真子 羽津 鈴木 希実 メリノール

バドミントン　   ダブルス 男 小林・廣田 常磐 加藤・寺本 川越 吉田・山本 川越 中川・平子 常磐

   　シングルス 男 池田 大晟 中部 佐藤 優作 暁 小林 洋平 常磐 中川 悠 常磐

    ダブルス 女 樋尾・白石 常磐 平・髙木 川越 倉田・落合 常磐 新居・伊藤 常磐

    シングルス 女 小林 楓 笹川 山岡 未沙 山手 樋尾 萌里 常磐 白石 光希 常磐

男 菅沼 湧輝 三滝 藤井 嶺 朝明 吉川 拓樹 塩浜 岡田 篤郎 塩浜

女 道脇 彩葉 羽津 久保山 莉帆 内部 森本 彩楓 菰野 山下 日花里 常磐

優　勝 準優勝 第３位

平成２５年度　三泗中体連　新人大会結果（個人の部）
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