
  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 荒井　佑月 小2 古賀 石塚　礎男 中3重 富士見 平野　真馳 小1 古賀 沖田　結菜 女小1・2 嶺心
2 近藤　飛雁 小2 嶺心 諏訪部　優樹 無段 向岡工 柴山　礼 小1 石川 渡邉　結那 女小5・6 悠友
3 松山　大翔 小2 古賀 藤沢　俊平 無段 小向 宮澤　太陽 小1 古賀 新妻　萌奈美 女中１ 川中島

4 大西　輝 小3 古賀 佐々木　竜汰 初段 中原 大西　諄 小1 古賀 髙山　真悠 女中２ 西中原
5 佐藤　寿大 小3 嶺心 青木　美稀琉 女小1・2 古賀 藤森　瑛大 小1 古賀 川満　遥 女中２ 川中島
6 中野　瑛太 小4 悠　友 田中　亜依 女小3・4 悠友 小山　玲慈 小1 白鳥 勇　茉悠 女無・初段 堅志
7 福島　稜 小4 古賀 永井　わこ 女小3・4 古賀 久保　虎大 小1 石川
8 竹内　檜 小4 古賀 鈴木　芙実乃 女小5・6 古賀 武田　耀大亮 小2 古賀
9 榎本　陽 小5 柿生 玉田　真琴メイ 女中1 京町 後藤　泰志 小2 嶺心

10 小澤　寿久 小5 古賀 尾﨑　すみれ 女中1 東橘 小川　我旺 小3 嶺心
11 鈴木　翔織 小5 古賀 斉藤　燎 女中2 東橘 三瓶　悠貴 小4 古賀

12 加藤　拓己 小5 古賀 小宮　梨音 女中2 橘 宍戸　孝大朗 小5 古賀
13 榎本　駿 小6 柿生 小野　智就 小6 柿生

14 松島　蓮斗 小6 悠友 坂本　琢郎 小6 嶺心
15 田中　良尚 小6 悠友 坂上　和輝 中1軽 柿生
16 木戸　光星 中1軽 御幸 坂尾　真希斗 中1重 西中原
17 原野　聖 中1軽 南加瀬 峰　拓真 中2軽 南加瀬
18 西郷　孝基 中1軽 古賀 伊藤　蓮 中2軽 有馬
19 新井　恒太 中1重 東橘 秋山　佑介 中2重 有馬

20 山田　陸斗 中1重 東橘 岩間　亮磨 中3軽 京町
21 青木　雄哉 中2軽 橘 小林　央人 中3軽 高津
22 藤井　大志 中2軽 橘 菅野　温生 中3重 日吉
23 齊藤　奨大 中2軽 中野島 古賀　健跳 中3重 桐光
24 佐竹　珠吏 中2重 桜本 小湊　優希 中3重 野川
25 番場　裕太 中2重 富士見 小竿　明彦 無段 千早
26 末兼　秀悟 中2重 西中原 國川　哲也 初段 小向
27 斎藤　主己 中2重 橘 上田　康平 初段 石川
28 酒井　雄己 中2重 橘 吉崎　玲於 初段 小向

29 木戸　大地 中3軽 御幸 小松　賢史 弐段 千早
30 高堂　凌治 中3重 富士見 笹川　慶裕 弐段 車

平成２８年度川崎市秋季市民柔道大会
平成２８年９月２５日（日）【川崎市とどろきアリーナ】、大会会長：芹澤秀史、大会委員長：湯川純一、審判長：國吉真登茂、主管：川崎市柔道協会

主催：川崎市・公益財団法人川崎市スポーツ協会、、後援：神奈川県柔道連盟、公益社団法人神奈川県柔道整復師会、川崎地区高等学校体育連盟、

東京新聞社、東京中日スポーツ、参加者：個人338人、団体29チーム,観客500人、救護：大貫智之、菅井大輔

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




