
篠路柔道少年団

半澤　優愛

浜頓別柔道少年団

菊田　真代

登別誠有館有櫛道場

小島深千果

美瑛柔道少年団

箕浦　裕斗

新得柔道少年団

三田　朝陽

清水町柔道スポーツ少年団

歌住　　茜
小学６年女子
45kg以下級

山崎陽茉理 小野島あさひ

苫小牧柔道スポーツ少年団 南幌町柔道少年団

小学６年女子
45kg超級

廣島あおい 五嶋　玲來

尚志館當摩道場 光洋館工藤道場

栗山町柔道スポーツ少年団

階　　　級 優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　三　　位

小学５年女子
40kg以下級

宮尾　莉子 木村　　結

帯広柔道少年団 平取町柔道少年団

小学５年女子
40kg超級

井上　朋香 酒井　沙弥

帯広柔道少年団

えりも柔道少年団

小学６年男子
50kg以下級

廣田　聖也 藤井　翔理

札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 清水町柔道スポーツ少年団

小学６年男子
50kg超級

佐藤　虎白 垂又　征吾

北区体育館少年少女柔道クラブ 士別誠心館道場

高松　航太

小学５年男子
45kg超級

今井　楽永 後藤田柊斗

尚志館當摩道場 士別誠心館道場

竹下　星七

平成29年度
第14回全道小学生学年別柔道大会入賞者

平成29年5月28日（日）　道立野幌総合運動公園体育館

階　　　級 優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　三　　位

小学５年男子
45kg以下級

長谷川譲希 五十嵐純太

光洋館工藤道場 大野柔道少年団 函館柔道スポーツ少年団



北海道立野幌総合運動公園体育館
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【三位決定戦】

上四方固
2:12

函館柔道スポーツ少年団 101

51長谷川譲希 光洋館工藤道場

嶋中理己杜 江別柔道少年団 10050 大楽　奏太 洞爺柔道スポ－ツ少年団

竹下　星七

49 山内　柊太 北広島柔道少年団

北広島柔道少年団

第14回北海道小学生学年別柔道大会
平成29年5月28日

46 金　　浩希

小山　大喜 琴似武道館 9848 田畑　裕誠 極柔館深川道場

髙橋　眞也 苫小牧柔道スポーツ少年団 9040 加藤　悠汰 士別誠心館道場

41 佐々木海斗

95

納藤　天翔 屯田柔道少年団

五藤　亜弥 北見練心会 99

47 森谷　駿聖 心技館　薩川道場

鈴木　速人

苫小牧柔道スポーツ少年団

中田　龍玖

伊達柔道スポーツ少年団 97古沢　　徹

45

96

44 川下　泰知 厚別区体育館柔道クラブ

篠路柔道少年団

9242 石澤　銀太

千歳柔道スポーツ少年団

田中　建成

 札幌市手稲柔道少年団

築舘　鵬昇 白石少年武道教室 87

石川　　侑

 佐藤　　禅  真駒内柔道少年団

千歳柔道スポーツ少年団 94

36 遠藤　幸聖 池田柔道少年団

本別柔道少年団 9343 加藤　勇哉 小樽柔道会道場

中澤　諒哉 北柔会道場 91

髙井　謙臣 柔志館柔道少年団

 磯浪　悠大

37  小栗　誓竜  札大ジュニアＪＵＤＯクラブ

 札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 8939  中村　　然

8535 清水　廉人 北広島柔道少年団

中井　陸人

標茶柔道スポーツ少年団 8838 五十嵐純太

長万部柔道クラブ 83

東根　央樹 小樽桜柔館 8434 伊藤　晋悟

大野柔道少年団

石田　湧人 苫小牧柔道スポーツ少年団 86

30  松本　一陛

標茶柔道スポーツ少年団

櫻井　陽斗 琴似武道館 8232 渡部　雄斗 尚志館當摩道場

33  小林　圭太  琴似武道館

 真駒内柔道少年団

澁谷　龍斗 紋別柔道スポーツ少年団 7828 笹川　颯優 柔志館柔道少年団

椿　　倖生

29  佐々木　崇  苫小牧柔道スポーツ少年団

剣淵柔道スポーツ少年団 8131 高橋　誠至 上富良野柔道スポーツ少年団

 今野　遥斗  篠路柔道少年団 79

松本　　怜 浦河柔道スポーツ少年団

27 濱野　健人 長万部柔道クラブ

白木　玲雄 西山道場柔道少年団 75

小松　健汰 清水町柔道スポーツ少年団 7626 山本　彪雅

22 森田　晴樹

士別誠心館道場

 安藤　元利  厚別区体育館柔道クラブ 7424  木内　柊冴  札幌市西区柔道少年団

25 小池　力輝 帯広柔道少年団

北見練心会

福澤　唯斗 長万部柔道クラブ 7020 金谷　昂哉 長万部柔道クラブ

矢本　頌太

21  大津　悠聖  花柔会西野柔道少年団

えりも柔道少年団 7323  小笠原空良  白石少年武道教室

阪口　裕紀 標茶柔道スポーツ少年団 71

 森　　智哉  真駒内柔道少年団

19  吉水蔵之助  篠路柔道少年団

山崎　煌育 大麻柔道スポーツ少年団 67

金子勘太朗 小樽桜柔館 6818 今西　悠太

14 土谷　侑生

山下道場

片岡　陽杜 七飯柔道クラブスポーツ少年団 6616  高橋　俊翼  琴似武道館

17 吉川　蒼大 苫小牧柔道スポーツ少年団

厚別区体育館柔道クラブ

中野　愛斗 留萌柔道スポーツ少年団 6212  工藤　知生  直心館苗穂柔道少年団

鈴木　真介

13 森　　柾斗 柳柔会高畑道場

柳柔会高畑道場 6515 金子　英司 釧柔会Jr.柔道少年団

鳩間義勇経 北区体育館少年少女柔道クラブ 63

岡田　　惇 南幌町柔道少年団

11 貝瀬　颯一 本別柔道少年団

大場　陸斗 美瑛柔道少年団 59

 松永　拓大  琴似武道館 6010 北清　雄也

6 児玉　陽星

北広島柔道少年団

 石本　　翼  苫小牧柔道スポーツ少年団 588 山内　海來 函館柔道スポーツ少年団

9 浅野　巧海 千歳柔道スポーツ少年団

大空町東藻琴柔道少年団

 藤田　祥多  真駒内柔道少年団 544 金野　剛士 大麻柔道スポーツ少年団

時田　　晴

5 伊藤　秀道 登別誠有館有櫛道場

北広島柔道少年団 577  高崎　爽汰  真駒内柔道少年団

原　　　友 恵庭柔道スポーツ少年団 55

 細野　　尋  心技館　薩川道場

1 石濱成瑠輝 北区体育館少年少女柔道クラブ

洞爺柔道スポーツ少年団 533 八巻　飛夢 北見なかざわ道場

 沼田　琉椰  直心館苗穂柔道少年団 522 守屋　清吾 苫小牧柔道スポーツ少年団

中川　　椿

56

羽田野怜惟 帯広柔道少年団 61

64

 高田　一空  篠路柔道少年団 69

72

 石岡　　陽  札幌市手稲柔道少年団 77

80

 田口　竜大  真駒内柔道少年団

吉川　蒼大 苫小牧柔道スポーツ少年団

竹下　星七 函館柔道スポーツ少年団

長
谷
川
譲
希



北海道立野幌総合運動公園体育館

５年生男子45kg超級
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【三位決定戦】 袈裟固

〇

札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 19

石川　楓汰 滝川柔道スポーツ少年団 20

濱野　太一 大麻柔道スポーツ少年団 21

4 高松　悠稀 鹿追柔道少年団

5 山内　　陸 無窮館柔道塾

6 安孫子玄徳 名寄ピヤシリ柔道スポーツ少年団

7  ニ瓶　元太  真駒内柔道少年団

8 寺尾　光大 厚別区体育館柔道クラブ

9 斉藤　誠和 心技館　薩川道場

10 鎌田　煌礼 伊達柔道スポーツ少年団

11 石尾　陸翔 千歳柔道スポーツ少年団

12 佐々木憩都 大麻柔道スポーツ少年団

13  梅村　　幸  北見なかざわ道場

14 箕浦　裕斗 新得柔道少年団

15 菅原　冠太 柔志館柔道少年団

斉藤　悠雅 尚志館當摩道場 22

 鈴木竜之助  花柔会西野柔道少年団 23

後藤田柊斗 士別誠心館道場 24

 赤井　健真  北海柔道クラブ 25

永山航志郎 夕張少年柔道クラブ 26

南部　弘輝 本別柔道少年団 27

 西岡　烈志  北区体育館少年少女柔道クラブ 28

小玉健太郎 千歳柔道スポーツ少年団 29

谷脇　慈優 恵庭柔道スポーツ少年団 30

後出　竜希 釧柔会Jr.柔道少年団 31

 佐藤伸乃助  直心館苗穂柔道少年団 32

藤原　里駆 北見練心会 33

 斉藤　　遙  真駒内柔道少年団 34

堤　　大翔 尚志館當摩道場 35

笠置　大翔 広尾町柔道少年団 36

16 伊藤　秀斗 花柔会西野柔道少年団

17 髙橋　奏羽 釧路如水館

18

箕浦　裕斗 新得柔道少年団

谷脇　慈優 恵庭柔道スポーツ少年団

鈴木　岳精 豊富柔道スポーツ少年団

第14回北海道小学生学年別柔道大会
平成29年5月28日

1 今井　楽永 尚志館當摩道場

2 北川　暖大 南幌町柔道少年団

3  松岡　学杜  北海柔道クラブ

三谷紳一郎

今
井

楽
永



北海道立野幌総合運動公園体育館
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【三位決定戦】

〇
大外刈

0:21

2 名和　柊吾 柔心舘　畠山道場 前川　功汰 帯広柔道少年団 45

第14回北海道小学生学年別柔道大会
平成29年5月28日

1 福田　誠弥 えりも柔道少年団 川村　　蓮 光洋館工藤道場 44

4 奈良　蒼士 西山道場柔道少年団 原田　悠星 釧柔会Jr.柔道少年団 47

3  野田　颯汰  屯田柔道少年団  小野　天聖  屯田柔道少年団 46

6 高岡　駿伍 厚別区体育館柔道クラブ 小泉　陽翔 尚志館當摩道場 49

5 大関　正翔 伊達柔道スポーツ少年団 蜂屋　光晟 小樽桜柔館 48

8 河西　柚和 尚志館當摩道場 太田　飛来 山下道場 51

7  山下　優生  太平洋武徳館 南谷　聖矢 留萌柔道スポーツ少年団 50

10 大路　奏汰 帯広柔道少年団 元木　匡則 北見練心会 53

9 古田　大海 札幌市西区柔道少年団 小角　佑太 琴似武道館 52

12 高瀬　斗綺 士別誠心館道場 糸山　颯一 富良野市柔道スポーツ少年団 55

11 佐藤　翔馬 釧柔会Jr.柔道少年団 三田　朝陽 清水町柔道スポーツ少年団 54

14 村上　　柔 木古内柔道少年団 大槻　耕士 札幌市手稲柔道少年団 57

13 坂本　　紳 様似柔道スポーツ少年団 吉川　陸大 苫小牧柔道スポーツ少年団 56

16 高橋　侑也 小樽桜柔館 佐藤　　漣 えりも柔道少年団 59

15 豊島　海斗 江別柔道少年団 堀井　琉世 釧路如水館 58

18 田中　啓也 琴似武道館 得永　実来 浜頓別柔道少年団 61

17 加納　拓光 美瑛柔道少年団 工藤　龍心 恵庭柔道スポーツ少年団 60

20  貝澤竜之介  苫小牧柔道スポーツ少年団 丸山凛太朗 江別柔道少年団 63

19 吉田　圭杜 幕別柔道少年団 熊谷　琥白 士別誠心館道場 62

22 稲船　寛陽 北区体育館少年少女柔道クラブ 長尾　智也 浦河柔道スポーツ少年団 65

21 三田　元稀 柳柔会高畑道場 増田　　翔 広尾町柔道連盟 64

24 尾越　景太 苫小牧柔道スポーツ少年団 柏崎　良太 琴似武道館 67

23 吉川　　漣 太平洋武徳館 大宮　正義 山下道場 66

26  山川　　遥  花柔会西野柔道少年団 佐々木元輝 柳柔会高畑道場 69

25 山田　裕希 留萌柔道スポーツ少年団 林　　洋平 帯広柔道少年団 68

28 杉村　颯眞 富良野市柔道スポーツ少年団 繁田　将希 太平洋武徳館 71

27 多田　篤志 池田柔道少年団 松井　達也 北区体育館少年少女柔道クラブ 70

30 小野寺一志 えりも柔道少年団  石本　将也  苫小牧柔道スポーツ少年団 73

29 阿部　柊希 山下道場 伊藤　原野 栗山町柔道スポーツ少年団 72

32 中村　貴斗 北見なかざわ道場 田中　優人 柔心舘　畠山道場 75

31  澤部　大斗  屯田柔道少年団  中田　響生  白石少年武道教室 74

34 吉田　吏玖 稚内南部柔道スポーツ少年団 内山　修慈 厚真柔道スポーツ少年団 77

33 藤井　翔理 清水町柔道スポーツ少年団 廣田　聖也 札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 76

36 佐野　航生 札幌市手稲柔道少年団 大場　竜哉 西山道場柔道少年団 79

35 小沼　真宗 ＭＭＧ柔道塾  中田　涼太  札幌市手稲柔道少年団 78

38 前川　道心 尚志館當摩道場 山本　　弦 尚志館當摩道場 81

37 本荘　杜虎 美唄市少年柔道会スポーツ少年団 鈴木　圭斗 美唄市少年柔道会スポーツ少年団 80

40 澤田　弥飛 柔心舘　畠山道場 大島　宗高 標茶柔道スポーツ少年団 83

39 福田　一成 北広島柔道少年団 今　　流音 無窮館柔道塾 82

42 前田　新汰 幕別柔道少年団 佐藤　瑛太 登別誠有館有櫛道場 85

41 大滝　博文 琴似武道館  菅野　嘉人  屯田柔道少年団 84

43 高瀬　綾斗 士別誠心館道場 大作　瑠人 幕別柔道少年団 86

福田　誠弥 えりも柔道少年団

三田　朝陽 清水町柔道スポーツ少年団

廣
田

聖
也



北海道立野幌総合運動公園体育館
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〇不

〇

不〇

〇 〇 〇

棄権勝 〇

〇

〇不

〇

〇不

不〇

〇不

【三位決定戦】 不戦勝

〇

1 高松　航太 えりも柔道少年団 稲場龍之介 大野柔道少年団 29

3 渡邉　日向 北見練心会 木下　　颯 稚内南部柔道スポーツ少年団 31

2  窪田　裕人  白石少年武道教室  横尾　悠翔  篠路柔道少年団 30

5 横井　想空 山下道場 板垣　千翔 尚志館當摩道場 33

4  保科　洸瑠  札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 秋山　琉碧 札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 32

7 鈴木　翔大 広尾町柔道連盟 千田　優瑚 新得柔道少年団 35

6 宮北　啓史 北広島柔道少年団 千葉　悠太 花柔会西野柔道少年団 34

9 押杵　広人 平取町柔道少年団 安達　力毅 士別誠心館道場 37

8 港谷　　光 大麻柔道スポーツ少年団 横浜　一翔 浦河柔道スポーツ少年団 36

11  近藤　右京  心技館　薩川道場 塚越　遥人 大麻柔道スポーツ少年団 39

10 山城　蕉真 夕張少年柔道クラブ 木村　　蓮 雨竜町柔道同好会 38

13  飯野　良亮  厚別区体育館柔道クラブ 庄司　勇也 琴似武道館 41

12 光田　拓真 千歳柔道スポーツ少年団 赤田真裟斗 紋別柔道スポーツ少年団 40

15 垂又　征吾 士別誠心館道場 佐藤　虎白 北区体育館少年少女柔道クラブ 43

14 君山　周平 美深柔道スポーツ少年団 南部　敦哉 木古内柔道少年団 42

17 中村　飛玄 函館柔道スポーツ少年団 樋渡　櫂翔 ＭＭＧ柔道塾 45

16 高橋　虎大 札幌市手稲柔道少年団 鈴木　聖生 標茶柔道スポーツ少年団 44

19 佐井銀次郎 紋別柔道スポーツ少年団 大塚　浩大 様似柔道スポーツ少年団 47

18 宮嶋　凌生 様似柔道スポーツ少年団 阿部　愛也 池田柔道少年団 46

21 金澤　祐新 留萌柔道スポーツ少年団  岩間　成慶  留萌柔道スポーツ少年団 49

20  松永　大地  花柔会西野柔道少年団 稲崎　　響 北広島柔道少年団 48

23 野木琥太郎 北広島柔道少年団 椿　　拓海 美瑛柔道少年団 51

22 亀山　紘矢 清水町柔道スポーツ少年団 諸橋　壮泰 苫小牧柔道スポーツ少年団 50

25 大井　優弥 苫小牧柔道スポーツ少年団 山川　大空 稚内南部柔道スポーツ少年団 53

24 杉山　春樹 稚内南部柔道スポーツ少年団  遠藤　　空  厚別区体育館柔道クラブ 52

27  森田　琉斗  琴似武道館 加藤　聖哉 美深柔道スポーツ少年団 55

26 千葉　聖司 大麻柔道スポーツ少年団  田河　　望  花柔会西野柔道少年団 54

三浦　舶志 北見練心会 57

28 西田　拓未 北見練心会  佐々木琥太朗  真駒内柔道少年団 56

稲場龍之介 大野柔道少年団

第14回北海道小学生学年別柔道大会
平成29年5月28日

高松　航太 えりも柔道少年団
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北海道立野幌総合運動公園体育館

５年生女子40kg級

〇 〇不

〇

〇

不〇 〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇不

〇 〇

〇

〇

不〇 〇不

〇

〇

〇

不〇

〇不

【三位決定戦】

第14回北海道小学生学年別柔道大会

菊田　真代 登別誠有館有櫛道場

西野　愛華 北区体育館少年少女柔道クラブ

清水目ことみ 光洋館工藤道場 17

2 渡邊　永愛 北見なかざわ道場  牧島　百加

1 宮尾　莉子 帯広柔道少年団

 北海柔道クラブ 18

3 国広　るな 苫小牧柔道スポーツ少年団 木村　　結 平取町柔道少年団 19

4  大西　夕月  札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 近藤　璃空 帯広柔道少年団 20

佐井　小雪 紋別柔道スポーツ少年団 21

6 大和田珠菜 大空町東藻琴柔道少年団 古川千亜季

5 斉田　翔愛 北区体育館少年少女柔道クラブ

札幌市西区柔道少年団 22

7 鈴木　美緒 えりも柔道少年団  松本　　結  札幌市手稲柔道少年団 23

8 鈴木　彩乃 花柔会西野柔道少年団 松倉　歩優 北柔会道場 24

西野　愛華 北区体育館少年少女柔道クラブ 25

10 森田　柚妃 帯広柔道少年団 松前　美月

9 本庄萌々花 柔志館柔道少年団

苫小牧柔道スポーツ少年団 26

11  吉田　美々  札幌市手稲柔道少年団  松井　樹來  篠路柔道少年団 27

12 佐々木未奈 名寄ピヤシリ柔道スポーツ少年団 野上未来叶 池田柔道少年団 28

壽盛　愛詩 千歳柔道スポーツ少年団

木村明日香 北広島柔道少年団 29

14 岡田　美里 釧柔会Jr柔道少年団 鈴木衣智華

13 長尾　百花 浦河柔道スポーツ少年団

児山　栞奈 極柔館深川道場 33

平成29年5月28日

31

16 菊田　真代 登別誠有館有櫛道場  小山内葉菜  えりも柔道少年団 32

大空町東藻琴柔道少年団 30

15  谷村　湊美  北区体育館少年少女柔道クラブ

宮
尾
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北海道立野幌総合運動公園体育館

５年生女子40kg超級

〇 〇

不〇 〇

〇 〇

〇

横四方固

0:25
〇

〇

0:33

【三位決定戦】 袈裟固

〇

第14回北海道小学生学年別柔道大会

小島深千果 美瑛柔道少年団

佐藤　来美 北見練心会

酒井　沙弥 栗山町柔道スポーツ少年団 33

丸山ほのか 池田柔道少年団 30

平出　柚月 千歳柔道スポーツ少年団 31

棚田　睦黄 江別柔道少年団 32

4 小島深千果 美瑛柔道少年団

5 石上　藍音 南幌町柔道少年団

6 原田　実紀 柳柔会高畑道場

平成29年5月28日

1 井上　朋香 帯広柔道少年団

2  冨井　結愛  北海柔道クラブ

3 小河　美月 大空町東藻琴柔道少年団

佐藤　来美 北見練心会 27

高木　結希 南幌町柔道少年団 28

井上優生未 帯広柔道少年団 29

井
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北海道立野幌総合運動公園体育館

６年生女子45kg級

〇 〇

〇 〇不

〇 〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇不

不〇

〇 〇

袖釣込腰

1:14

〇不

〇

〇

〇 〇

〇

不〇

【三位決定戦】

〇

横四方固

2:26

第14回北海道小学生学年別柔道大会

オサリバン華 江別柔道少年団 38

大和田麻弥 大空町東藻琴柔道少年団 35

田住　結菜 和寒町柔道スポーツ少年団

宇野ひかり 帯広柔道少年団

歌住　　茜 篠路柔道少年団

36

高橋　舞華 鹿追柔道少年団 37

古井凛々花 西山道場柔道少年団 32

佐藤　福花 洞爺柔道スポーツ少年団 33

 工藤　菜花  札大ジュニアＪＵＤＯクラブ 34

久保　実愛 南幌町柔道少年団 29

山崎陽茉理 苫小牧柔道スポーツ少年団 30

 大矢　春奈  篠路柔道少年団 31

工藤　千聖 花柔会西野柔道少年団 26

坂本　亜衣 幕別柔道少年団 27

津川恋千歌 小樽桜柔館 28

18 川口　恵生 西山道場柔道少年団

19 齋藤結姫乃 山下道場

歌住　　茜 篠路柔道少年団 20

高橋希乃花 厚真柔道スポーツ少年団 21

 水梨　友楓  直心館苗穂柔道少年団 22

佐々木杏実 帯広柔道少年団 23

野川　緋那 士別誠心館道場 24

阪口　晴香 標茶柔道スポーツ少年団 25

15 小野島あさひ 南幌町柔道少年団

16 青山　晴香 美唄市少年柔道会スポーツ少年団

17  佐藤さくら  直心館苗穂柔道少年団

12 中川　沙耶 柳柔会高畑道場

13  船田　愛弥  真駒内柔道少年団

14 吉田萌菜美 平取柔道少年団

9 長尾きらり 大空町東藻琴柔道少年団

10 井上　千聖 帯広柔道少年団

11 宮古　真衣 伊達柔道スポーツ少年団

6 岡本　　愛 洞爺柔道スポーツ少年団

7 竹内　里奈 篠路柔道少年団

8 宇野ひかり 帯広柔道少年団

3 奥本明日花 白石少年武道教室

4 吉田　りこ 標茶柔道スポーツ少年団

5 竹原　ゆず 厚別区体育館柔道クラブ

平成29年5月28日

1 長田　姫奈 静内柔道スポーツ少年団

2 小林　美郁 幕別柔道少年団

山
崎
陽
茉
理



北海道立野幌総合運動公園体育館

６年生女子45kg超級

〇 〇

〇 2:00 0:25 〇

袈裟固 横四方固

〇 〇

不〇 〇不

不〇 〇

〇

〇不

〇

〇

〇

0:50

【三位決定戦】 背負投

〇
半澤　優愛 浜頓別柔道少年団

鈴木　美徳 北区体育館少年少女柔道クラブ

佐藤　寧音 剣淵柔道スポーツ少年団 17

 松田　　杏  大麻柔道スポーツ少年団 18

第14回北海道小学生学年別柔道大会

9 半澤　優愛 浜頓別柔道少年団

廣島あおい 尚志館當摩道場 10

菊地　桃果 標茶柔道スポーツ少年団 11

品田　陽菜 柔志館柔道少年団 12

清水　美音 山下道場 13

国分　来実 釧路如水館 14

鈴木　雪音 末広北柔道場 15

鈴木　美徳 北区体育館少年少女柔道クラブ 16

6  三浦あかり  直心館苗穂柔道少年団

7 柴田　愛理 札幌市西区柔道少年団

8 安孫子歌音 名寄ピヤシリ柔道スポーツ少年団

3 加藤　未來 柔志館柔道少年団

4 三浦　陽向 剣淵柔道スポーツ少年団

5 河合　　恵 標茶柔道スポーツ少年団

平成29年5月28日

1 五嶋　玲來 光洋館工藤道場

2 筒渕　充未 標茶柔道スポーツ少年団

廣
島
あ
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い


