
第５９回　葛飾区民秋季柔道大会　成績一覧表 

優勝 準優勝

幼年 藤井 祐太朗 （真） 川岸 磨秀 （関） 荒谷 優太 （杉） 柿澤 知佳 （杉） 須田 稔生 （真） 浅田 紫乃 （関） 重野 周平 （関） 笹原　陸 （真）

小学１年 男子 澤田 勇輝 （杉） 川西 啓也 （真） 山本 龍一 （真） 早川　 穣 （杉） 福谷 悦司 （円） 岡田 将弥 （拘） 神田 拓巳 （水ク） 平方 大喜 （拘）

女子 五十嵐 莉子 （拘） 大森 袈絵 （真） 合志 茜音 （蒜）

小学２年 男子 久保谷 竜太 （拘） 高岡 慎之助 （杉） 西川 弘樹 （拘）   関　佑太 （拘） 吉田 信太郎 （杉） 皆川 賛大 （関） 金井 海矩斗 （真） 斉藤 康太 （杉）

女子 小石沢 知宥 （安） 松本 七海 （杉） 常田 優華 （拘） 服部 央佳 （片） 後藤 綾菜 （葛少） 笠井 祭未 （拘）

小学３年 男子 下村　 岳 （榮） 前澤 将人 （杉） 渡辺 英彰 （蒜） 安藤 大陸 （杉） 別所 明日真 （杉） 澤田 一輝 （杉） 荒谷 宗太 （杉） 神澤 優生 （杉）

女子 杉山 歌嶺 （榮） 福島 奈菜 （真） 石橋 杏香 （榮） 五十嵐 真子 （拘） 内山 菜帆 （関） 伊藤 沙希 （杉） 小田中 菜実 （真） 安藤 彩朝 （杉）

小学４年 男子 伊藤 祐介 （蒜）   東　弘平 （水ク） 吉田 頌真 （杉） 岩城　 匠 （安） 目黒 智大 （亀少） 西川 裕太 （拘） 三原   賢 （葛少） 須田 陸生 （真）

女子 柿澤 史歩 （杉） 久保谷 侑加 （拘） 平賀 香菜子 （真） 成瀬 麻郁 （杉） 須田 里々子 （安） 萱場 杏奈 （片） 荻原 郁美 （安） 後藤 桃子 （葛少）

小学５年 男子 岡村 力也 （拘） 大森 拓也 （拘） 重野 颯人 （関） 伊藤 貫太 （杉） 山田 重之慎 （関） 中田 寛仁 （片） 大田 義之 （蒜） 服部 陽亮 （片）

女子 望月 万緒 （安） 佐々木 美稀 （杉） 海老沢　媛成 （関）

小学６年 男子 太田 凌平 （真）   星　将彰 （円） 佐藤 洋人 （関） 平澤　誠 （関） 内田 羽音 （拘） 川越 　至 （関） 遠藤 拓郎 （榮） 太田 幸希 （蒜）

女子 古市 朱音 （真） 松本　萌 （杉） 川越 佳奈 （関） 関本 真希 （亀少） 木下 彩夏 （真） 小澤　 遙 （片） 小田中 葵 （真）

中学１年 長倉 友樹 （修）   関　岳大 （修） 高岡 達也 （杉） 三宅 将司 （修）

中学２年 豊田　 純 （修） 生田目 史也 （修）   森　友太 （修） 内田　暁 （拘）

中学３年 加藤　 健 （亀） 清水　朗 （亀） 長神 雄三 （亀） 橋本 拓也 （亀）

中学 女子 比嘉 ひかり （安） 北畑 さおり （円） 越山 微香 （双） 高岡 杏菜 （杉）

青年 女子 高貫 ゆかり （杉） 藤巻 和香奈 （杉） 砂田 彩音 （関） 成瀬 一枝 （杉）

無段 中山 貴皓 （蒜） 山本 浩二 （真） 佐々木 淳一 （区） 加藤 鉄雄 （区）

初段 松浦 久之 （拘） 長岡 知宏 （修） 福井 康司 （安） 鈴木 洋二 （関）

弐段 朝倉 克哉 （水ク） 絵野沢 直記 （拘） 川岸　 衛 （関） 川島 拓真 （円）

参段 粟野 　隆 （拘） 小山 道人 （拘） 安蒜　 豪 （蒜） 新井 宏行 （円）

３位区別 敢闘賞

平成18年10月22日


