
平成15年度川崎市秋季市民柔道大会

日時 :平成15年 10月 12日 (日 )午前9時 30分開始、場所 :川崎市体育館大ホール 〔川崎区富士見〕、大会会長 :車耕作、
大会委員長 :矢野昌平、審判長 :湯 ,II純―、主催 :川 崎市教育委員会 ,(財)り :I崎市体育協会、主管 :川崎市柔道協会、
参カロ選手、個人538人、団体38チーム、観客800人 、選手宣誓 :小学 6年 富井健剛 (中村道場)

投 の 形 :取 小学 6年 高橋真人 (車道場)・ 受 小学 5年 高橋弘之 (車道場)

人 3人抜 き )

小学2年の部 平田壮史(石川)、 矢野雅之(古賀)、 川野嘉矩(白 鳥)、 日辺雄太郎(悠 友)

小学3年の部 カラサ・―ス・フ・ランドン(麻生)、 今野佑哉備 藤)、 高尾龍太朗(柿生)、 後藤一番星倍 賀)、 鈴木智稀倍 賀)、

寺幅拓哉(柿生)     ‐

小学4年の部 黒沢慎―(中村)、 阿部隆秀篠 藤)、 三井亮尚姉 生)、 藤原燿次郎(中原)

小学5年の部 石岡大樹(柿生)、 寺嶋郁弥縮 生)、 天野駿毅(柿生)

小学6年の部 渡辺祐士(古賀)、 香月龍之介(中原)、 富井健剛(中村)

中学 1年の部 大内清志(東高津)、 後藤裕介(南加瀬)、 野村学(南加瀬)、 柳尾知宏(日 吉)、 日北健太(稲田)、 熊谷宏貴(野

川)

中学2年の部 橋本到(法政)、 小金井大輔(中原中)、 工藤圭介(南加・
・● 、白井淳也(南加潮 、溜直人師 生)、

比屋根拓馬(京町)、 横倉翼(日 吉)、 重貴寛(南加渤 、塩沢宗馬伝 政)、 菅原良輔(京町)

中学 3年の部 窪田敬介(西高津)、 石村俊介個 日)

熱 戦 の 部 富樫正一(中 原)

初段の部 石川康司(臨港バス)、 上形英智 (日 古 )

女子小学2年の部 千葉優輝 (柿生)、

女子小学4年の部 仁科綾(古賀)、 北川みなみ(中村)

女子小学5年の部 伊藤美麗(柿生)、 古谷優那(悠友)

女子小学6年の部 澤田利凪(古賀)

女子中学 1年の部 元吉友美(西中原)

女子中学2年の部 隅 冨 具 EI輌 l辛ノ、 員 杉 pか り tel幸′

女子中学3年の部 三戸彩活 (中 原中,

▽ 個人 )・ (2人抜 き )

小学 1年の部 石井優翼(吉賀)、 平井啓太郎(吉賀)、 篠田航希(柿生)、 永野真成(古賀)、 千葉駿哉(悠友)、 外山竜也(古

賀)、

黒日泰慎倍 賀)、 千葉龍弥(柿生)、 黒沢翔(中村)

小学2年の部 田辺航平(悠友)、 平日匡史(石りlD

小学 3年の部 丹代元康悼 )、 小出諄(柿生)

小学4年の部 藤川桃紀(石 り!り 、近藤卓弥(吉賀)、 橋本直樹律 )

小学5年の部 小林健太(悠友)

小学6年の部 高橋真人偉 )、 伊藤優響(柿生)、 新谷陸海(中村)、 青木悟(古 賀)、 田窪裕也(石りlD

中学1年の部 小倉龍貴侑 馬)、 小野田諒(京 mTh、 佐藤大輔轡 ,ll)、 佐藤岡1(西 中原)

中学2年の部 上野辰樹 (日 吉 )、 藤田真康 (法政,

中学3年の部 木下泰斗価 高渤 、石渡崇泰(法政)、 柳孝廣(日 吉)、 新井辰東(西高津)

兼段 の部 六日俊夫(中原)、 鈴木修平(県川工)

初 段 の 部 宍戸俊太郎(稲 田)、 葛西薫(向の岡)、 森健勝(県川)、 諸橋伸弥(古 賀)、 宮原禎久(古 賀)、 堀正一(県り:l工 )、

ハ・ウスト・へ―゚ター錬 芝4ヽ 向)

女子小学1年の部 近藤智子(古賀)

女子小学2年の部 三井英里佳嚇 生)、

女子 4ヽ学 3年の部 井原理佐 (白 鳥)

女子小学5年の部 阿部裕梨江備 藤)

女子小学6年の部 藤原遥倍 賀)

女子中学 1年の部 岡谷恵利儒 田)、 高橋利菜(御幸)、 名和沙耶香飾 生)

女子中学3年の部 梶川紗代子(南加瀬)

▽ メン ト)

優 勝 準 優 勝 3 位 3 位

小学生団体の部
古賀塾(A)
(宮城・内村・澤田)

車道場(A)
(石村・高橋 ,橋本)

中村道場(A)
(新谷・江村・岩佐)

柿生青少年柔道会(A)
(伊藤 ,政次・三井)

中学生団体の部
日吉中学校(A)
(萩原・上形・柳尾)

磋‖甲7穣
(石村・佐々木・鈴木)

日吉中学校(B)
(土 田・秦・三枝)

法政三中(A)
(佐 々木・橋本・矢吹)

無段 団体の部
中原柔道館(A)
(富樫・木村・飯出)

中原柔道館(B)
(矢嶋・栗野・六日)

有段 団体の部
臨港バス(A)
(井沼・石川・高妙

中原柔道館(A)
(粟野・谷口 `菅井)

向の岡工業高校(A)
(葛西・須田・安齋)

果 乏 4｀ 日

0ヽ
・
ウスト・ぺ―ター・松井・斉藤)


