
交野市体育館

小学校6年男子

千野根玄貴 田島柔友会1 上田夏也人 ニュージャパン柔道クラブ

ダイコロ少年柔道教室 37

大阪府少年柔道大会（個人戦）
2017年2月5日

36

2 山田　寛太 茨木市柔道連盟 杉田真之介

3 田村　夏希 剛斗舘 大西　虹輝 阿倍野少年柔道推進会 38

4 河野　勝俊 あすなろクラブ 守道　丞志

朝枝　　優 ディアマンテ柔道クラブ5 木下　愛悠 増田道場

東住吉少年柔道推進会 41

福島少年柔道推進会 39

40

6 東向　佑真 養気塾少年柔道クラブ 足立　晃基

7 渡邊琥次郎 守口東部少年柔道教室 塩田　夕賀 ミキハウス柔道教室 42

8 竹内　啓滋 ディアマンテ柔道クラブ 藤川　　凌

松下　夏大 大阪市立修道館9 貴田　陽大 八尾柔道協会

養気塾少年柔道クラブ 45

香里武道舘 43

44

10 杉本　　碧 田島柔友会 堀内　空流

11 小野木真徳 守一会柔道教室 石河　征人 明武館田邊道場 46

12 池田　大輝 門真市柔道クラブ 鳥井原快以斗

石田　海晴 八尾柔道協会13 児玉　隼人 ダイコロ少年柔道教室

あすなろクラブ 49

修武館 47

48

14 佐々木洋将 大東市柔道教室 朝村　泰河

15 阪本　貴幸 阿倍野少年柔道推進会 川原　康成 ニュージャパン柔道クラブ 50

16 田中　大暉 福島少年柔道推進会 大島　宗顕

松本翔太朗 守口東部少年柔道教室17 倉島　由欣 弥刀少年柔道クラブ

枚岡道場 53

守一会柔道教室 51

52

18 杉木　亮斗 初柔会 西塾 三上　広羽

19 高津　和也 ディアマンテ柔道クラブ 山本　　蓮 守一会柔道教室 54

20 西塙　悠人 阿倍野少年柔道推進会 高石　昇平

半下石　稜 交野市柔道教室21 待場　恒希 枚岡道場

河内少年柔道推進会 57

明武館田邊道場 55

56

22 白方凜太郎 秀静館 清水　航希

23 朝田　雄大 八尾柔道協会 岩本　和導 箕面市柔道協会 58

24 吉留　裕人 西堺少年柔道推進会 石村　　錦

廣岡　蒼馬 八尾柔道協会25 田口　好真 高石市柔道スポーツ少年団

岬町柔道連盟 61

守口東部少年柔道教室 59

60

26 須藤   快 守一会柔道教室 岩崎　　剛

27 甫木　翔冴 高槻市柔道連盟 大東　　柊 秀静館 62

28 姫路　雄仁 東住吉少年柔道推進会 出田　良冴

桑原　翔太 高石市柔道スポーツ少年団29 松本　　涼 香里武道舘

香里武道舘 65

福島少年柔道推進会 63

64

30 佐藤　航輝 ニュージャパン柔道クラブ 高巣　辰弓

31 坂元　和帆 大東市柔道教室 松村　勇生 ニュージャパン柔道クラブ 66

32 恒冨　大虎 明武館田邊道場 大崎　幸一

33 大倉　満登 ミキハウス柔道教室

天王寺柔道協会 67

梶谷　健太34 山田　凱聖 福島少年柔道推進会

三林柔道育成会

菊橋　恒星 大東市柔道教室 68

70

振武館柔道場 69

35 脇本　拓真 守口東部少年柔道教室 澤谷　魁人



2月5日

交野市体育館

中学１年男子

1 中嶋　一琉  ニュージャパン柔道クラブ 森岡　拓也 弥刀少年柔道クラブ 25

2 森田　歩弥 天王寺柔道協会 山本　さ介 ミキハウス柔道教室 26

3 池辺琉之佑 弥刀少年柔道クラブ 竹綱　俊祐  高石市柔道スポーツ少年団 27

4 坂本　　湧 香里武道舘 渡辺　英丞 八尾市柔道協会 28

5 多喜谷孟司 加美道場 浦田那偉斗 門真柔道少年団 29

6 塩山　龍翔  高石市柔道スポーツ少年団 塚本　飛雅  養気塾少年柔道クラブ 30

7 杉野　晴斗 明武館田邊道場 佐藤　勇輝  ニュージャパン柔道クラブ 31

8 吉村　翔馬 友広舘 溝上　開道 秀靜館 32

9 芝口　健人 八尾市柔道協会 前田竜ノ介 天王寺柔道協会 33

10 木嶋　大晴 養気塾少年柔道クラブ 川﨑　　将 香里武道舘 34

11 武藤　大樹 大東市柔道教室 杉内　智紀 剛斗舘 35

12 村上幸太朗 枚岡道場 花谷　　陸 枚岡道場 36

13 樋口　晃生 ミキハウス柔道教室 大原虎之介 天王寺柔道協会 37

14 柳田　天空  東住吉少年柔道推進会 森口　哲匠 枚岡道場 38

15 松阪　章孝 上神谷少年柔道クラブ 塚田　秀太 香里武道舘 39

16 宮津　大樹 天王寺柔道協会 今井　柊哉 交野市柔道教室 40

17 南　　大志 岬町柔道連盟 中村　基希  東住吉少年柔道推進会 41

18 今井　颯汰 交野市柔道教室 樫本　颯佑  上神谷少年柔道クラブ 42

19 八幡　光樹 振武館柔道場 木下　世靖 増田道場 43

20 晴家　秀吉  守口東部少年柔道教室 濵口　祐輔  ニュージャパン柔道クラブ 44

22 奥平　和人

21 大久保聡馬 明武館田邊道場 森川　直哉 ミキハウス柔道教室 45

喜多　俊介養気塾少年柔道クラブ

48

明武館田邊道場 46

田井亜沙斗 振武館柔道場23 髙木　翔太 八尾市柔道協会

大阪府少年柔道大会（個人戦）

47

24 亀田　舶斗 秀靜館 豊留　暖和  守口東部少年柔道教室



2月5日

交野市体育館

中学2年男子

44

兵頭　海寿 剛斗舘 43

田中　涼太

大阪府少年柔道大会（個人戦）

養気塾少年柔道クラブ

蒲池　碧斗 初柔会 西塾

22 南　　尚吾 ニュージャパン柔道クラブ

21 山西　友貴 明武館田邊道場

20 前田　大地 養気塾少年柔道クラブ

19 堀ノ江涼翔 天王寺柔道協会

大東市柔道教室

42

河内少年柔道推進会 40

藤井　青山 明武館田邊道場

柿平　大翔 交野市柔道教室 39

41

町谷　颯斗

17 平田　遂也 守口東部少年柔道教室

18 松山　裕太

37

16 小坂　　翔 高槻市柔道連盟 温崎　元太 振武館柔道場 38

相田　龍人 守口東部少年柔道教室15 乾　　元太 兼松柔道場

35

14 増子　颯音 三林柔道育成会 山川　佐助 ミキハウス柔道教室 36

荒田　勝斗 兼松柔道場13 梶山　拓朗 剛斗舘

33

12 塩山　匠稀 高石市柔道スポーツ少年団 大久保　和 大東市柔道教室 34

井上　大樹 加美道場11 石田　優仁 加美道場

31

10 高橋　大空 大東市柔道教室 求　　泰地 剛斗舘 32

工藤　領太 上神谷少年柔道クラブ9 氏原　雅紀 河内少年柔道推進会

29

8 三鬼　　陽 明武館田邊道場 飯田　　光 秀静館 30

庄内　優樹 守口東部少年柔道教室7 天野　優晴 守口東部少年柔道教室

27

6 朝村　拓馬 東住吉少年柔道推進会 寺坂　宏太 天王寺柔道協会 28

市川　晴隆 養気塾少年柔道クラブ5 新田　一心 振武館柔道場

25

4 藤田　勇将 剛斗舘 荒嶋　一希 明武館田邊道場 26

奥村　　凜 振武館柔道場3 福家　悠生 ミキハウス柔道教室

23

2 松下　真大 大阪市立修道館 大東　太陽 河内少年柔道推進会 24

佐藤　慧武 弥刀少年柔道クラブ1 市谷　悠馬 養気塾少年柔道クラブ



2月5日

交野市体育館

中学3年男子

大阪府少年柔道大会（個人戦）

養気塾少年柔道クラブ 21

11  宮野　辰巳  養気塾少年柔道クラブ

笠原　龍侍 河内少年柔道推進会 20

10  豊永　将馬  枚岡道場 平　　高毅

9

8 坂本　平翔 ミキハウス柔道教室

 島﨑虎太郎  天王寺柔道協会

ミキハウス柔道教室 19

香里武道舘 17

天王寺柔道協会 18

室橋　大瑚

山出谷　洵7 澤田　大輝 振武館柔道場

16

6 熊井　一平 兼松柔道場 山田　隼也

金山　草太 兼松柔道場5 久々宮滉大 養気塾少年柔道クラブ

14

4 岩崎　祐己 交野市柔道教室 石津璃久也 養気塾少年柔道クラブ 15

山川　十蔵 ミキハウス柔道教室3 大倉　海礼 ミキハウス柔道教室

12

2 長渡　知千 ダイコロ少年柔道教室 高桒虎之介 岬町柔道連盟 13

藤田　竜翔 枚岡道場1 橋詰　武弥 兼松柔道場
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