
第４回スポーツひのまるキッズ中国小学生柔道大会結果
（平成２５年１２月８日（日）　於： キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター）

選手名 所属道場 県名

優勝 田中　龍清 荒木柔道クラブ 福岡県
準優勝 大枝　朱 山口少年柔道クラブ 兵庫県
第三位 庄野崎　弘貴 善柔館 福岡県
第三位 籏岡　怜玖 行橋柔道教室 福岡県

1年生男女混合無差別
優勝 織田　照弓 警心館道場 福岡県
準優勝 池田　蔵ノ介 鬼城柔道会 愛媛県
第三位 吉田　乙貴 広畑柔道教室 兵庫県
第三位 出口　未佳 広畑柔道教室 兵庫県

2年生男女混合軽量級-28kg
優勝 大川　恭平 将祥柔道館 兵庫県
準優勝 青木　拓馬 彦島武道館柔道スポーツ少年団山口県
第三位 丸田　航大 桜野柔道スポーツ少年団 福岡県
第三位 宮重　郁斗 阿知須柔道スポーツ少年団 山口県

2年生男女混合無差別
優勝 木原　慧登 有朋柔道塾 広島県
準優勝 泉　三慈 有朋柔道塾 広島県
第三位 松林　隼人 国東少年柔道クラブ 大分県
第三位 岡田　莉咲 大西道場 山口県

優勝 宮本　陽 八本松柔道教室 広島県
準優勝 熊本　晃士郎 桜野柔道スポーツ少年団 福岡県
第三位 久永　真太郎 八本松柔道教室 広島県
第三位 大枝　龍生 山口少年柔道クラブ 兵庫県

優勝 吉田　夢菜 脩柔舘 福岡県
準優勝 高原　健伸 有朋柔道塾 広島県
第三位 田代　大介 宮若柔道育成会 福岡県
第三位 出口　巧馬 広畑柔道教室 兵庫県

優勝 原田　瑞希 福川柔道スポーツ少年団 山口県
準優勝 西ノ内　智優 養気塾 車谷道場 大阪府
第三位 平野　糸恵 桜野柔道スポーツ少年団 福岡県
第三位 岩瀬　愛華 武雄警察署少年柔道教室 佐賀県

優勝 山本　彩樺 広畑柔道教室 兵庫県
準優勝 橋口　茉央 武雄警察署少年柔道教室 佐賀県
第三位 宮﨑　結菜 脩柔舘 福岡県
第三位 椋木　美希 益田市柔道教室 島根県

優勝 小仲　周太郎 安岐少年少女柔道クラブ 大分県
準優勝 大川　哲史 将祥柔道館 兵庫県
第三位 秋山　源輝 波多江柔道スポーツ少年団 福岡県
第三位 芦苅　仙里 宇美町柔道教室 福岡県

1年生男女混合軽量級-25kg

3年生男女混合軽量級-34kg

3年生男女混合無差別

4年生女子軽量級-35kg

4年生女子無差別

4年生男子軽量級-40kg



優勝 藤本　偉央 廿日市市柔道連盟佐伯支部 広島県
準優勝 高原　大智 有朋柔道塾 広島県
第三位 日高　輝海 岩国少年柔道クラブ 山口県
第三位 岩本　賢武 暁柔道少年団 山口県

優勝 大本　真琴 岡田道場 広島県
準優勝 﨑谷　佳奈 広畑柔道教室 兵庫県
第三位 住田　佑希 岡田道場 広島県
第三位 池永　梨奈 海部少年柔道クラブ 大分県

優勝 早本　媛璃 熊毛柔道スポーツ少年団 山口県
準優勝 中本　遥 富田柔道スポーツ少年団 山口県
第三位 原田　千愛 小郡柔道スポーツ少年団 山口県
第三位 伊藤　美声 防府地区少年武道練成会 山口県

優勝 吉田　泰生 脩柔舘 福岡県
準優勝 高田　顕矢 小倉東少年柔道クラブ 福岡県
第三位 永田　光一 国東少年柔道クラブ 大分県
第三位 伊藤　隆祐 福川柔道スポーツ少年団 山口県

優勝 阿河　陸人 可部道場 広島県
準優勝 岡田　綾太朗 開星柔道クラブ 島根県
第三位 山口　音葉 大村東彼柔道協会錬成会 長崎県
第三位 小谷　優太 萩柔道少年団 山口県

優勝 福島　真帆 広畑柔道教室 兵庫県
準優勝 槇原　未来 古志原少年柔道教室 島根県
第三位 日高　実理 宇部武道館柔道スポーツ少年団山口県
第三位 三谷　唯華 岡田道場 広島県

6年生女子無差別
優勝 久家　妹子 橋南柔道教室 島根県
準優勝 藤原　遥果 橋南柔道教室 島根県
第三位 西川　みはる 広畑柔道教室 兵庫県
第三位 川口　栞 八次柔道スポーツ少年団 広島県

6年生男子軽量級-50kg
優勝 島本　真司郎 岩国少年柔道クラブ 山口県
準優勝 近藤　隼斗 武雄警察署少年柔道教室 佐賀県
第三位 濱田　大樹 広畑柔道教室 兵庫県
第三位 山口　大河 鞍手武道館 福岡県

6年生男子無差別
優勝 貞廣　龍翔 福川柔道スポーツ少年団 山口県
準優勝 岩瀬　勝斗 武雄警察署少年柔道教室 佐賀県
第三位 芦苅　慶人 宇美町柔道教室 福岡県
第三位 宮本　聖矢 川口道場 広島県

周南市長賞（大会最優秀選手)

優勝 阿河　陸人 可部道場 広島県
KRY山口放送賞（低学年の部MVP）

優勝 木原　慧登 有朋柔道塾 広島県
2年生男女混合無差別　優勝

4年生男子無差別

5年生女子軽量級-40kg

5年生女子無差別

5年生男子軽量級-45kg

5年生男子無差別

6年生女子軽量級-45kg

5年生男子無差別


