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宮本　竜太 大橋　優樹 河本　将和 砂流　潤一 中村　好宏

片山　聡 松本　隼人 白石　隆俊　 横川　弥嘉 安部　文夫

先鋒 55 kg級 大垣　麟太郎 高屋 ２年 ５１kg 安達睦月輝 中山 ２年 ５４kg 松本　琢磨 境一 ２年 ５０kg 倉橋　恭平 松江四 ２年 55kg 　一 藤井　聖翔 富田 2年 55kg

次鋒 60 kg級 樽岡　葉太 十日市 ２年 ５７kg 松岡　　陸 磐梨 ２年 ５８kg 初 内海　瑛作 福米 １年 ５８kg 藤田　大翔 西郷 ２年 60kg 一 安野　恍平 大和 2年 60kg

四将 66 kg級 藤原　魁也 口田 ２年 ６６kg 河本　侑大 磐梨 ２年 ６３kg 一 高原　大武 岸本 ２年 ６６kg 布野　大介 開星 ２年 66kg 一 松尾　伊織 小郡 2年 66kg

三将 73 kg級 岡田　賢弥 十日市 ２年 ７３kg 竹野新太朗 御南 ２年 ７２kg 初 小林　　岳 八頭 ２年 ７０kg 田窪　成将 開星 ２年 73kg 一 石井　敦士 岐陽 2年 73kg

副将 81 kg級 飯田　恒星 野坂 １年 ８１kg 森永　慶之 金光学園 ２年 ８０Kg 初 西垣　紫穏 鳥南 ２年 ７８kg 久保田竜二 江津 ２年 81kg 一 島本真司郎 常盤 2年 73kg

大将 81超 kg級 神部　航輝 熊野東 ２年 ８３kg 佐藤　良平 磐梨 １年 ８８kg 清水　颯真 鳥南 ２年 ９０kg 　舩木　雄祥 加茂 ２年 126kg 一 角田　昇平 常盤 2年 90kg

1 貞末　玲真 十日市 ２年 ５３kg 大田原優斗 和気 ２年 ４９kg 一 橋口　恭介 箕蚊屋 ２年 ５０kg 門脇カーロ 西郷 ２年 55kg 一 藤井　洸成 富田 2年 50kg

2 中山　優弥 西条 ２年 ６５kg 西山　京佑 桑田 ２年 ８１kg 一 上田　祐大 鳥南 ２年 ５８kg 名原　立晟 掛合 ２年 55kg 一 高山　恵吾 須々万 2年 50kg

3 荒瀧　遼 熊野東 ２年 ９２kg 初 道祖尾大輝 大栄 １年 ７４kg 井戸内　城 松江二 １年 55kg 一 花田　雄俊 常盤 2年 80kg

4 村田　　響 後藤ヶ丘 １年 ９５kg 武政　勇希 常盤 2年 90kg

大原　拓司 石田　崇 大坪　正雄 砂流　潤一 梶房　　出

元谷　源 松平　憲彦 米山　正志 金築　裕幸 奥村　友良

先鋒 55 kg級 大上免　友夢 口田 ２年 ５３kg 水谷　洋介 倉敷西 ２年 ５３kg 一 高橋　　司 桜ヶ丘 １年 ４８kg 高根　匡平 平田 ２年 55kg 　一 中原　　丈 大殿 2年 55kg

次鋒 60 kg級 西村　侑也 三和 ２年 ５９kg 畑　　龍聖 津山西 ２年 ５９kg 一 結城　　壮 福米 １年 ５５kg 岩橋　悠馬 出雲一 ２年 60kg 一 末次　駿風 富田 2年 58kg

四将 66 kg級 城鼻　新大 三和 ２年 ６３kg 大西　敦也 玉島東 ２年 ６５kg 一 小林　　晴 八頭 １年 ６６kg 黒崎　　尊 出雲一 ２年 66kg 一 今村寿希也 常盤 2年 66kg

三将 73 kg級 今井　功気 黒瀬 ２年 ６９kg 及川　幹康 倉敷南 １年 ７２kg 安次富寛太 鳥南 ２年 ６８kg 小林　壮汰 掛合 １年 73kg 一 山本　　力 岐陽 2年 73kg

副将 81 kg級 阿河　陸人 口田 １年 ７６kg 松田　凌太 倉敷南 ２年 ７５kg 塩谷　　丈 鳥南 ２年 ７８kg 和田　太陽 大田西 ２年 81kg 一 貞廣　龍翔 高川学園 2年 80kg

大将 81超 kg級 下田　雄太 熊野東 ２年 ９３kg 初 香川　史陽 真備東 １年 ９１kg 新井　　匠 南部 ２年 ８５kg 岡田綾太朗 開星 １年 100kg 一 関谷　竜生 桑山 2年 89kg

1 讃井　健太 野坂 ２年 ５３kg 橋　　直希 竜操 １年 ４８kg 一 前田　　開 河原 ２年 ４６kg 春木　史也 江津 ２年 55kg 一 尾﨑晃太郎 麻里布 1年 50kg

2 益井　光心 野坂 ２年 ５５kg 目黒　優太 倉敷北 ２年 ８５kg 一 平田　神威 岩美 ２年 ６４kg 和田　晃大 松江二 ２年 81kg 一 壇上　　翔 小郡 1年 60kg

3 松井　大河 口田 １年 ６０kg 堀田　航汰 八頭 １年 ７５kg 大野　拓巳 掛合 ２年 55kg 一 宗田　和志 常盤 2年 78kg

4 牧浦　太陽 鳥南 １年 ９５kg 菅本　直志 高川学園 2年 87kg

補　　員

補　　員

補　　員

補　　員

補　　員

補　　員

補　　員

第８回中国中学生新抜柔道大会　メンバー一覧（男子）

山口県広島県 岡山県 鳥取県 島根県

コ ー チ

男
子
A

監 督

監 督

コ ー チ

男
子
B

補　　員



氏名 所属校 学年 体重 段 氏名 所属校 学年 体重 段 氏名 所属校 学年 体重 段 氏名 所属校 学年 体重 段 氏名 所属校 学年 体重 段

鈴木　敬司 林　裕紀子 高橋　秀樹 中嶋　隆 山本　敦士

新田　理恵 英　かおり 瀬尾　麻世 金築裕幸 吉富　久悦

先鋒 44 kg級 門出　七海 中広 ２年 ４４kg 　初 納所　　舞 瀬戸 １年 ３８kg 一 浜田　友梨 箕蚊屋 １年 ４２kg 槙原　未来 松四 ２年 44kg 一 中家　鈴奈 萩東 2年 42kg

次鋒 48 kg級 峯岡　千秋 安佐 ２年 ４８kg 初 西村　亜矢 鶴山 ２年 ４８kg 一 山田　楓花 河北 ２年 ４７kg 山田　七星 出雲一 ２年 48kg 初 青木まどか 高川学園 2年 48kg

四将 52 kg級 境田　夏紀 安佐 ２年 ５０kg 初 川西　陽菜 水島 ２年 ５２kg 初 大場　遥加 中山 ２年 ５２kg 藤原　遥果 出雲一 ２年 52kg 初 名和田千紘 高川学園 2年 52kg

三将 57 kg級 山本　美夢 安佐 ２年 ５７kg 初 小見山和子 岡山大安寺 ２年 ５７kg 一 福井　綾乃 河北 １年 ５７kg 三浦　芽瑠 鎌手 ２年 57kg 初 中越　皓子 川下 2年 57kg

副将 63 kg級 本田　詩乃 中広 ２年 ６１kg 初 岡崎　　杏 荘内 １年 ６３kg 岡崎　美穂 中山 ２年 ６３kg 久家　妹子 出雲一 ２年 63kg 一 中越　絢子 川下 2年 60kg

大将 63超 kg級 八巻　衣音 安佐 ２年 ９４kg 大森　実乗 岡山理大附 ２年 ８０kg 一 山田姫美奈 八頭 １年 ６３kg 矢竹　希衣 平田 ２年 80kg 一 上野　紗依 小郡 2年 68kg

1 葛城　果歩 西条 ２年 ４７kg 丸山　莉央 和気 ２年 ４２kg 一 横野　沙世 八頭 ２年 ５２kg 岡田　明莉 掛合 　２年 48kg 一 日高　実理 川上 2年 44kg

2 大中　晴奈 竹原 ２年 ５４kg 初 田中　梨子 東山 ２年 ６０kg 一 礒江はるか 北条 １年 ３５kg 松村　彩加 掛合 １年 57kg 一 菅原あずみ 常盤 2年 51kg

3 川口　栞 高宮 ２年 ６８kg 中本　　遥 富田 1年 62kg

4 岡村　美紅 高川学園 1年 67kg

升井　清香 川端　美穂 村河　茂樹 横川　弥嘉 藤永　啓吾

新田　理恵 髙橋　秀明 木原　富男 濵岡　睦月 清原　祥子

先鋒 44 kg級 榎本　安純 安佐 １年 ４２kg 河部　恵利 鶴山 ２年 ４０kg 一 東田　玲奈 河原 ２年 ４２kg 熱田　晴香 出一 ２年 44kg 　一 河村　　優 須々万 2年 43kg

次鋒 48 kg級 宮本　迪佳 三和 ２年 ４４kg 日野田朱音 鏡野 ２年 ４８kg 初 増田　七海 八頭 ２年 ４７kg 山根　奈菜 出雲一 ２年 48kg 一 尾畑ほのか 高川学園 1年 48kg

四将 52 kg級 在間穂乃花 西条 ２年 ５２kg 長岡　楓恋 福浜 ２年 ５０kg 長谷　夏亜 大栄 ２年 ４９kg 吉岡夢羽可 開星 ２年 52kg 一 和田あおい 萩東 2年 52kg

三将 57 kg級 平岡　七愛 中広 ２年 ５５kg 宮坂　愛菜 水島 ２年 ５７kg 初 高濱　美月 大栄 ２年 ５７kg 佐々木そら 西郷 ２年 57kg 一 山口　康花 萩西 2年 57kg

副将 63 kg級 大久保沙耶 野坂 ２年 ６２kg 山﨑　歩夢 桜が丘 ２年 ６７kg 礒江野乃日 河北 ２年 ６２kg 湊　　史奈 浜田二 １年 63kg 一 岡本　桃佳 岐陽 2年 62kg

大将 63超 kg級 　貫目　怜亜 安佐 ２年 ７０kg 大塚　瑠菜 岡山理大附 ２年 ６８kg 一 森澤　美咲 中山 ２年 ７０kg 山根　千尋 平田 ２年 70kg 一 原田　千愛 小郡 1年 70kg

1 上川　彩寧 三和 １年 ４１kg 大上あんな 津山西 ２年 ４２kg 藤田　未来 河原 ２年 ４８kg 齋藤　理華 浜田三 ２年 44kg 一 田中　湖悠 長府 1年 40kg

2 山口　紗奈 三入 １年 ５３kg 清水　千賀 芳泉 ２年 ５１kg 一 山﨑　瑠璃 美保 １年 ３８kg 北村　海月 青陵 ２年 44kg 一 工藤　美波 高川学園 2年 55kg

3 竹村　安生 中広 １年 ９２kg 田淵　由里 湖南 ２年 80kg 一 池鯉鮒優花 小郡 2年 61kg

4 李　　　哲 川下 1年 80kg
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