
  氏 名  区 分  所 属  氏 名  区 分  所 属  氏 名  区 分  所 属  氏 名  区 分  所 属

1 濱本　翔生 小２ 柿生青 田辺　琴美 女子中１ 橘 臺　　隼人 小１ 吉田 井関　珠利 小６ 吉田

2 開発　俊伯 小２ 柿生青 平位　千夏 女子中１ 西中原 倉沢虎之介 小１ 吉田 田中ひかる 女子小６ 嶺心

3 長島駿太郎 小２ 悠友 宮澤　瑠夏 女子中１ 橘 羽柴　政弘 小１ 車 坂本　桜太 中１ 東橘

4 高澤　侑大 小２ 古賀 外山　竜也 中２ 西中原 櫻井　聖大 小１ 古賀 斉藤　　遼 中１ 稲田

5 八田　京磨 小２ 吉田 中村　　陸 中２ 古賀 下田　頼知 小１ 藤田 川崎　淳平 中１ 稲田

6 菅野　　縁 女子小２ 吉田 永野　真成 中２ 西中原 新井　恒太 小１ 古賀 石山　優介 中１ 橘

7 田崎　詞名 女子小３ 小向 友善匠之佑 中２ 西中原 山田　陸斗 小１ 古賀 會田　　魁 中２ 御幸

8 鈴村亜矢瀬 小４ 吉田 田辺雄太郎 中３ 野川 関戸　秀貴 小１ 藤田 関　　航大 中２ 西中原

9 馬場　正義 小４ 吉田 田村　耕士 中３ 西中原 西郷　孝基 小１ 古賀 黒澤　涼馬 中２ 橘

10 篠永　　優 小４ 悠友 五十嵐　大 中３ 中野島 本田世宇平 小１ 柿生青 鈴木　陽香 女子中２ 中原

11 渡邉　優斗 小４ 古賀 平間　友基 中３ 橘 中山　　康 小１ 堅志 大沼このみ 女子中２ 南加瀬

12 高山　康太 小４ 西塾 渡辺超太郎 中３ 無所属 小杉　優斗 小２ 西塾 金子　　海 中３ 東橘

13 古賀ひより 女子小４ 古賀 大江　鉄人 中３ 西中原 藤井　大志 小２ 悠友 森　　俊介 中３ 東橘

14 吉田羽夏弥 女子小４ 古賀 伊藤　雅貴 中３ 西中原 足利　真夏 小２ 古賀 上田　幹雄 中３ 富士見

15 小川　恵大 小５ 堅志 大山　未紗 女子中３ 西中原 山口　弘衣 女子小２ 吉田 中本　千尋 女子中３ 西中原

16 新井　一輝 小５ 古賀 政次　郁実 女子中３ 嶺心 宮田　翔平 小３ 嶺心 中本　朱音 女子中３ 西中原

17 岡﨑　大将 小５ 嶺心 武藤　　晃 無段 法政二 中山　大輔 小３ 古賀 綾部　雅訓 無段 総科

18 浪花　優輝 小５ 古賀 森　　健太 無段 法政二 井上　　力 小３ 嶺心 生野　義騎 無段 法政二

19 永田　実由 女子小５ 嶺心 大西　泰光 無段 法政二 本間　千晶 女子小３ 吉田 長谷川修平 無段 無所属

20 中村　拓人 小６ 悠友 田中　康貴 初段 法政二 中山　悠里 女子小３ 堅志 大場　孝信 初段 嶺心

21 三國　　友 女子小６ 嶺心 寺嶋　拓哉 初段 嶺心 義澤　望喜 小４ 柿生青 諏訪部行央 初段 齋藤

22 岩永ふくみ 女子小６ 吉田 藤　　慎也 初段 中原 鳥居　皆斗 小４ 古賀

23 山田　渉輝 中１ 東橘 対馬　慶亮 初段 法政二 田中　利樹 小４ 悠友

24 植野　勇気 中１ 京町 上形　英智 初段 小向 佐藤　花梨 女子小４ 悠友

25 石岡　裕樹 中１ 嶺心 大林　拓也 初段 齋藤 伊藤　弘貴 小５ 古賀

26 竹内　海斗 中１ 稲田 北川みなみ 女子一般 石川 常見　千紗 女子小５ 嶺心

27 田辺　絢音 女子中１ 橘 林　　千尋 弐段以上 中原 石岡　美樹 女子小５ 嶺心

上形　英智

林　法明

       先  鋒 寺嶋　郁弥 大林　拓也 佐野　修平 澤田　昌太

       中  堅 溜　直人 諏訪部　行央 佐久間　大輔

       大  将 石岡　大樹 穂谷　典之 持田　哲平

 3 位

       チーム名 嶺心会A 齋藤柔道館 吉田道場 小向クラブ

       団体有段の部  優 勝 準優勝  3 位

吉越　明広　

       大  将 大西　泰光 佐々木　康 高田　慶太

       中  堅 杉本　祐介 武藤　晃 北村　哲太

吉田道場川崎

       先  鋒 森　健太 森野　翔揮 三橋　　直 粟野　佳孝

       チーム名 法政大学第二高校B 法政大学第二高校A 菅高校

三井　英里佳

       団体無段の部  優 勝 準優勝  3 位  3 位

       大  将 伊藤　雅貴 大江　鉄人 森　　俊介

石岡　裕樹

       中  堅 永野　真成 外山　竜也 黒澤　智哉 塚田　駿平

       先  鋒 首藤　輝 高井　勇己 坂本　桜太

 3 位

       チーム名 西中原中学校A 西中原中学校B 東橘中学校A 嶺心会A

       団体中学生の部  優 勝 準優勝  3 位

露木　省吾

       大  将 吉田悠人 岩永　ふくみ 三國　友 中村　拓人

       中  堅 浪花優輝 藤田　真輝 常見　千紗

悠友館B

       先  鋒 古賀ひより 鈴村　亜矢瀬 志村　美咲 田中　利樹

       チーム名 古賀塾A 吉田道場川崎A 嶺心会B

  優 秀 賞 （３人抜き）            敢 闘 賞 （２人抜き） 小学１年は１勝

       団体小学生の部  優 勝 準優勝  3 位  3 位

平成２２年度川崎市秋季市民柔道大会
平成２２年９月2６日（日）【川崎市体育館】、大会会長：矢野昌平、大会委員長：湯川純一、審判長：梶川光夫、主催：川崎市教育委員会、（財）

川崎市体育協会、主管：川崎市柔道協会、後援：神奈川県柔道連盟、神奈川県柔道整復師会、川崎市高等学校体育連盟、東京新聞

東京中日スポーツ、参加者：個人５１８人、団体５３チーム,観客800人、救護：吉川 栄智・高松 光留


