
第 10回スポーツひのまるキッズ中国・四国小学生柔道大会 の結果 

 2019.12.22 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 参加選手数 600名 観客スタッフ数 1200名 

 

◆1年生男女混合軽量級 

優勝 荒川 義也 志摩柔道スポーツ少年団（福岡県） 

2位 植木 寛大 松美柔道スポーツ少年団（山口県） 

3位 江上 武種 安武道場（福岡県） 

3位 福永 新那 光道場（熊本県） 

◆1年生男女混合無差別 

優勝 永田 逸樹 ＡＢＵ柔道クラブ（山口県） 

2位 金 相武 天理柔道クラブ（奈良県） 

3位 中村 豪希 美心塾柔道教室（広島県） 

3位 城川 弘輝 光道場（熊本県） 

◆2年生男女混合軽量級 

優勝 尾松 真人 丸亀柔道スポーツ少年団（香川県） 

2位 東 大獅 柔仁会（滋賀県） 

3位 宮田 真央 有朋柔道塾（広島県） 

3位 井上 愛翔 二見少年柔道クラブ（兵庫県） 

◆2年生男女混合無差別 

優勝 大野 佑心 広畑柔道教室（兵庫県） 

2位 藤井 太一 笠岡彰善館（岡山県） 

3位 山田 大雅 坂出市柔道協会（香川県） 

3位 平松 聖 育徳館道場（福岡県） 

◆3年生男女混合軽量級 

優勝 岡本 佳久 広畑柔道教室（兵庫県） 

2位 小泉 優生 松江柔道クラブ（島根県） 

3位 白山 明治 米倉柔道館（鹿児島県） 

3位 近藤 優莉乃 板野町柔道教室（徳島県） 

◆3年生男女混合無差別 

優勝 藤原 光心 光道場（熊本県） 

2位 井上 星太 津武館（佐賀県） 

3位 村上 希桜丸 笠岡彰善館（岡山県） 

3位 高原 悠凜 有朋柔道塾（広島県） 

◆4年生女子軽量級 

優勝 角 沙織 USA 小倉塾（大分県） 

2位 濵岡 楓 鹿田柔道スポーツ少年団（岡山県） 



3位 近藤 わかば 藍住真導スポーツ少年団（徳島県） 

3位 山崎 理央 笠岡彰善館（岡山県） 

◆4年生女子無差別 

優勝 武田 桃佳 岩国少年柔道クラブ（山口県） 

2位 田中 椛 富田柔道スポーツ少年団（山口県） 

3位 玉野 朝海 福川柔道スポーツ少年団（山口県） 

3位 山口 玲亜 大庄少年柔道教室（兵庫県） 

◆4年生男子軽量級 

優勝 桶谷 陽南斗 有朋柔道塾（広島県） 

2位 前田 康介 二見少年柔道クラブ（兵庫県 

3位 吉田 真太 庄原高南道場（広島県 

3位 苦木 彪克 将祥柔道館（兵庫県 

◆4年生男子無差別 

優勝 川頭 龍成 小城秀島道場（佐賀県 

2位 東 琉海 かわなべ柔道スポーツ少年団（鹿児島県） 

3位 中尾 奏太 笠岡彰善館（岡山県） 

3位 徳山 優貴 笠岡彰善館（岡山県） 

◆5年生女子軽量級 

優勝 佐藤 綺咲 高陽落合柔道教室（広島県） 

2位 野口 夕晏 大府柔道会（愛知県） 

3位 玉城 芽依花 宜野湾署スポーツ少年団（沖縄県） 

3位 阿舎利 陽菜乃 広柔道教室（広島県） 

◆5年生女子無差別 

優勝 中本 琴音 宇部武道館柔道スポーツ少年団（山口県） 

2位 岩田 凜和 拓南柔道会（愛媛県） 

3位 谷脇 実依 仁淀柔道スポーツ少年団（高知県） 

3位 大田 由奈 熊野柔友会（広島県） 

◆5年生男子軽量級 

優勝 高木 大夢 USA 小倉塾（大分県） 

2位 前田 隆之介 二見少年柔道クラブ（兵庫県） 

3位 阿部 桜大 安心院柔道クラブ（大分県） 

3位 熊本 理樹 桜野柔道（福岡県） 

◆5年生男子無差別 

優勝 太田 龍周 姫城柔道倶楽部（宮崎県） 

2位 福田 規史 小城秀島道場（佐賀県） 



3位 植木 蓮恩 三島柔道会（愛媛県） 

3位 大谷 新太 松江柔道クラブ（島根県） 

◆6年生女子軽量級 

優勝 岡村 美憂 福川柔道スポーツ少年団（山口県） 

2位 江上 心陽 安武道場（福岡県） 

3位 細川 詩心 興除柔道教室（岡山県） 

3位 坂山 杏 USA 小倉塾（大分県） 

◆6年生女子無差別 

優勝 井上 雅 筑前町スポーツ少年団 夜須柔道部（福岡県） 

2位 山内 萌生 福川柔道スポーツ少年団（山口県） 

3位 菅本 彩乃 福川柔道スポーツ少年団（山口県） 

3位 仲町 美嬉 小倉北柔道クラブ（福岡県） 

◆6年生男子軽量級 

優勝 平松 侍 育徳館道場（福岡県） 

2位 村上 天馬 笠岡彰善館（岡山県） 

3位 東影 竜之介 富田柔道スポーツ少年団（山口県） 

3位 杉原 鋳吹 粕屋柔道学舎（福岡県） 

◆6年生男子無差別 

優勝 三ツ石 恵翔 板野町柔道教室（徳島県） 

2位 外園 海晴 光武館柔道場（鹿児島県） 

3位 彌永 康生 小城秀島道場（佐賀県） 

3位 柳井 雄琉 富田柔道スポーツ少年団（山口県） 

■KRY山口放送賞（低学年 最優秀選手賞） 

 武田 桃佳 岩国少年柔道クラブ（山口県） 

■斉藤仁賞 

 井上 雅 筑前町スポーツ少年団 夜須柔道部（福岡県） 

■周南市長賞（最優秀選手賞） 

 三ツ石恵翔 板野町柔道教室（徳島県） 

 

 

 


