
【　団体戦　】
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先鋒 ４年 先鋒 4年
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中堅 ５年 中堅 ５年
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補欠 ４年 補欠 4年
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補欠 ６年 補欠 ６年

監督 監督

先鋒 ４年 先鋒 ４年

次鋒 ５年 次鋒 ４年
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補欠 ６年 補欠 ６年

監督

先鋒 ４年
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中堅 ５年

副将 ６年

大将 ６年

補欠 ４年

補欠 ６年

補欠 ６年

中田柔道スポーツ少年団

土 倉 真 一

松原　瑠紀

西　条 あわらA
1-2

中　田 福　岡
1-1

あわらB

1-3

石瀬　弥栄

高岡西条柔道教室

松井 博也

関　　 達人

松井　美昇

若林　朝日

関沢　泰我

古山　結愛

堀田　ミゲル

福井　聖

松原　伊葵璃

松浦　環

西淵　柊雅

本永　穏斗

荒谷　優斗

内島　菜沙

三村　杏子

あわら柔道スポーツ少年団A

岩城　裕之

米沢　慧太朗

あわら柔道スポーツ少年団B

岩城　裕之

石黒　　快

白井　蓮輝

西川　心粋

石黒　　作

堀田　尚聖

中岡　裕貴

堀田　健二郎

原井　　惺

角谷　芽咲

村井　建仁

鍋田　篤志

岸木　琥太郎

福岡町柔道スポーツ少年団

高田　康平

高田　悠生

松代　圭吾

角口　陽音

戸出柔道スポーツ少年団

土橋　凌太

松代　航太郎

岸本　太陽



春季大会　兼　市民大会

【　寝技の部　】

瀧井　一成 上江洲　諒太

（伏木） （あわら）

瀧井　そよ香 1-24 1-25 一川　栞那

（伏木） （伏木）

杉浦　希 土倉　結大

（あわら） （中田）

【　１年生　】

古山　尚志 関沢　昊我

（西条） （西条）

関   　都亜 1-26

（西条）

伊藤　空我 内島　佑

（中田） （中田）

【　２年生　】

土倉　瑛大 笠間　悠瑠

（中田） （戸出）

角谷　侑星 喜多　悠之

（あわら） （中田）

高田　桂 本永　慶斗

（福岡） （あわら）

村井　宏伎 橋本　凛花

（あわら） （伏木）

松浦　湊

（中田）

1-15

1-13 1-14

1-27

1-32

1-33

2-12 2-14

2-24 2-25
2-30

2-9

2-13

2-15



【　３年生　】

鉢蠟  大和 品川  澪音

（西条） （戸出）

中岡　裕貴 古山  慶人

（あわら） （西条）

堀　   大雅 森　　 太智

（戸出） （あわら）

山田　岬希 柴崎  心優

（あわら） （中田）

尾間  海那 米沢　慧太朗

（中田） （あわら）

【　４年生　】

関     達人 石瀬  弥 栄

（西条） （西条）

西淵  柊雅 安田  陸人

（中田） （中田）

松浦  遼 堀田  ミゲル

（中田） （中田）

鶴井  瑞歩 石黒　快

（伏木） （あわら）

角谷　芽咲 松原  瑠紀

（あわら） （中田）

竹田  匠吾 白井　蓮輝

（戸出） （あわら）

堀田  健二郎 松代  圭吾

（あわら） （福岡）

高田  悠生 島     汰成

（福岡） （中田）

【　５年生　】
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2-16
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2-2 2-6
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若林  朝日 松井  美昇

（西条） （西条）

中田  暁仁 1-16 角口  陽音

（戸出） （福岡）

村井　建仁 山﨑  健瑠

（あわら） （戸出）

長井  一朗 向郷  壮祐

（戸出） 1-12 （伏木）

福井  聖 柳瀬  拓海

（中田） （戸出）

西川　心粋 鍋田　篤志

（あわら） （あわら）

【　６年生　】

古山  結愛 荒谷　優斗

（西条） （あわら）

土橋  凌太 橋本  竜綺

（福岡） （伏木）

堀田　尚聖 松原  伊葵璃

（あわら） （中田）

三村  杏子 岸本  太陽

（中田） （福岡）

本永　穏斗 関沢  泰我

（あわら） （西条）

内島  菜沙 原井　惺

（中田） （あわら）

松代  航太郎 石黒　作

（福岡） （あわら）

松浦  環 岸木  琥太郎

（中田） （福岡）
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競 技 名

開 催 日

会 場

記載責任者 中川　佳親

種　別 団体戦 種　目

区　分 氏　名・団体名 所　属 記　録

優　勝 高岡西条柔道教室

次　勝 あわら柔道スポーツ少年団A

三　位

〃

種　別 個人戦3年生 種　目

区　分 氏　名・団体名 所　属 記　録

優　勝 堀　   大雅 戸出柔道スポーツ少年団

次　勝 米沢　慧太朗 あわら柔道スポーツ少年団

三　位 鉢蠟  大和 高岡西条柔道教室

〃 古山  慶人 高岡西条柔道教室

種　別 個人戦4年生 種　目

区　分 氏　名・団体名 所　属 記　録

優　勝 関     達人 高岡西条柔道教室

次　勝 石瀬  弥 栄 高岡西条柔道教室

三　位 角谷　芽咲 あわら柔道スポーツ少年団

〃 白井　蓮輝 あわら柔道スポーツ少年団

種　別 個人戦5年生 種　目

区　分 氏　名・団体名 所　属 記　録

優　勝 若林  朝日 高岡西条柔道教室

次　勝 松井  美昇 高岡西条柔道教室

三　位 長井  一朗 戸出柔道スポーツ少年団

〃 鍋田　篤志 あわら柔道スポーツ少年団

問合先　℡　090-2031-5755

第17回高岡市民体育大会　成績報告書

柔道

令和４年　　6　月　12　　日

県営高岡武道館



種　別 個人戦6年生 種　目

区　分 氏　名・団体名 所　属 記　録

優　勝 古山  結愛 高岡西条柔道教室

次　勝 関沢  泰我 高岡西条柔道教室

三　位 本永　穏斗 あわら柔道スポーツ少年団

〃 荒谷　優斗 あわら柔道スポーツ少年団



競 技 名

開 催 日

会 場

記載責任者 中川　佳親

種　別 寝技の部 種　目

区　分 氏　名 所　属 記　録

優　勝 上江洲　諒太 あわら柔道スポーツ少年団

次　勝 瀧井　一成 伏木柔道スポーツ少年団

三　位 杉浦　希 あわら柔道スポーツ少年団

〃 土倉　結大 中田柔道スポーツ少年団

種　別 個人戦１年生 種　目

区　分 氏　名 所　属 記　録

優　勝 古山　尚志 高岡西条柔道教室

次　勝 関沢　昊我 高岡西条柔道教室

三　位 関   　都亜 高岡西条柔道教室

〃 内島　佑 中田柔道スポーツ少年団

種　別 個人戦２年生 種　目

区　分 氏　名 所　属 記　録

優　勝 土倉　瑛大 中田柔道スポーツ少年団

次　勝 本永　慶斗 あわら柔道スポーツ少年団

三　位 笠間　悠瑠 戸出柔道スポーツ少年団

〃 村井　宏伎 あわら柔道スポーツ少年団

種　別 個人戦３年生 種　目

区　分 氏　名 所　属 記　録

優　勝 堀　   大雅 戸出柔道スポーツ少年団

次　勝 米沢　慧太朗 あわら柔道スポーツ少年団

三　位 鉢蠟  大和 高岡西条柔道教室

〃 古山  慶人 高岡西条柔道教室

種　別 個人戦４年生 種　目

区　分 氏　名 所　属 記　録

優　勝 関     達人 高岡西条柔道教室

次　勝 石瀬  弥 栄 高岡西条柔道教室

三　位 角谷　芽咲 あわら柔道スポーツ少年団

第36回高岡市春季柔道練成大会　成績報告書

柔道

令和４年　　6　月　12　　日

県営高岡武道館

問合先　℡　090-2031-5755



〃 白井　蓮輝 あわら柔道スポーツ少年団

種　別 個人戦５年生 種　目

区　分 氏　名 所　属 記　録

優　勝 若林  朝日 高岡西条柔道教室

次　勝 松井  美昇 高岡西条柔道教室

三　位 長井  一朗 戸出柔道スポーツ少年団

〃 鍋田　篤志 あわら柔道スポーツ少年団

種　別 個人戦６年生 種　目

区　分 氏　名 所　属 記　録

優　勝 古山  結愛 高岡西条柔道教室

次　勝 関沢  泰我 高岡西条柔道教室

三　位 本永　穏斗 あわら柔道スポーツ少年団

〃 荒谷　優斗 あわら柔道スポーツ少年団


