
開催日：令和4年6月26日（日）

開催地：東伊豆町立体育館

部　門 階　級 順　位 名　前 ﾌﾘｶﾞﾅ ｸﾗﾌﾞ名
幼年の部　１７Kg級 一位 伴野　杏 ﾄﾓﾉ　ｱﾝ 焼津Ｊｒ

二位 塚本　瑛太 ツカモト　エイタ リトル

三位 水野　誠 ミズノ　マコト リトル

三位 安藤　輝 アンドウ　アキラ 沼津

幼年の部　19Kg級 一位 渡邉　さくら ﾜﾀﾅﾍﾞｻｸﾗ 焼津Ｊｒ

二位 上田　峻瑞 ｳｴﾀﾞ　ｼｭﾝｽﾞｲ ドリームス

三位

三位
幼年の部　23Kg級 一位 松本　桔禾 ﾏﾂﾓﾄ　ｷﾉ 修善寺

二位 梅原　健 ｳﾒﾊﾗ　ﾀｹﾙ 修善寺

三位 曽木　春生 ｿｷﾞﾊﾙ 焼津Ｊｒ

三位 増田　陽斗 ﾏｽﾀﾞ　ﾊﾙﾄ 焼津Ｊｒ

小学1･2年の部　20ｋｇ 一位 鈴木　杏梨 スズキ　アンリ リトル

二位 内田　幹人 ウチダ　ミキト 長泉ＦＡ

三位 郡山　三煌 コオリヤマ　ミツキ 沼津

三位

小学1･2年の部　22ｋｇ 一位 伴野　果穂 ﾄﾓﾉｶﾎ 焼津Ｊｒ

二位 上田　峻豪 ウエダ　シュンゴウ ドリームス

三位 見原　福 ﾐﾊﾗﾌｸ 焼津Ｊｒ

三位

小学1･2年の部　24ｋｇ 一位 福井　瑠泉 ﾌｸｲﾙｲ 焼津Ｊｒ

二位 秋山　礼男 ｱｷﾔﾏﾚｵ 焼津Ｊｒ

三位 石田　圭 イシダ　ケイ リトル

三位 長島　遥希 ナガシマ　ハルキ 沼津

小学1･2年の部　26ｋｇ 一位 梅原　隼翔 ｳﾒﾊﾗ　ﾊﾔﾄ 修善寺

二位 下島　晃成 シモジマ　コウセイ リトル

三位 八木　拓真 ヤギ　タクマ ドリームス

三位 和田　晴 ﾜﾀﾞ　ﾊﾙ 修善寺

小学1･2年の部　28ｋｇ 一位 西野　光陽 ニシノ　コウヨウ リトル

二位 牟田　澪 ムタ　ミオ ドリームス

三位 高橋　英慧 ﾀｶﾊｼ　ﾊﾅｴ 修善寺

三位
小学1･2年の部　30ｋｇ 一位 渡邉　ひかり ﾜﾀﾅﾍﾞﾋｶﾘ 焼津Ｊｒ

二位 曽木　秋生 ｿｷﾞﾄｷｵ 焼津Ｊｒ

三位 駒井 萌々果 ｺﾏｲ ﾓﾓｶ 沼津学園Ｊｒ

三位
小学3･4年の部　26ｋｇ 一位 森　康太 モリ　コウタ リトル

二位 佐藤　海志 ｻﾄｳｶｲｼ 焼津Ｊｒ

三位 山﨑　温登 ヤマザキ　ハルト リトル

三位
小学3･4年の部　28ｋｇ 一位 明保　和希 ｱｹﾎﾞｶｽﾞｷ 焼津Ｊｒ
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二位 水野　成 ミズノ　ナガキ リトル

三位 星野　倫太 ホシノ　リンタ リトル

三位
小学3･4年の部　31ｋｇ 一位 笹原　健弘 ササハラ　タケヒロ 沼津

二位 水野　匡 ミズノ　マサシ リトル

三位 佐々木　伊織 ｻｻｷ　ｲｵﾘ 修善寺

三位 中山　岳 ﾅｶﾔﾏ　ｶﾞｸ 修善寺

小学3･4年の部　36ｋｇ 一位 山道　泰斗 ヤマミチ　タイト 沼津

二位 小菅 航司 ｺｽｹﾞ ｺｳｼﾞ 沼津学園Ｊｒ

三位 川邉　夏輝 ｶﾜﾍﾞ　ﾅﾂｷ 修善寺

三位
小学3･4年の部　42ｋｇ 一位 橋本　昂弥 ﾊｼﾓﾄｺｳﾔ 焼津Ｊｒ

二位

三位

三位
小学5･6年の部　28ｋｇ 一位 鈴木　健斗 スズキ　ケント リトル

二位 横塚　唯月 ﾖｺﾂｶｲﾂｷ 焼津Ｊｒ

三位 山田　悠翔 ヤマダ　ﾕｳﾄ リトル

三位
小学5･6年の部　30ｋｇ 一位 駒井 翔太 ｺﾏｲ ｼｮｳﾀ 沼津学園Ｊｒ

二位 多々良　悠翔 ﾀﾀﾗﾕｳﾄ 焼津Ｊｒ

三位

三位
小学5･6年の部　34ｋｇ 一位 清水　千晃 ｼﾐｽﾞﾁｱｷ 焼津Ｊｒ

二位 前原　唯人 マエハラ　ユイト 沼津

三位 秋山　治士 アキヤマ　ナオト リトル

三位 相磯 蒼空 ｱｲｿ ｿﾗ 沼津学園Ｊｒ

小学5･6年の部　39ｋｇ 一位 福井　寧桜 ﾌｸｲﾈｵ 焼津Ｊｒ

二位 石田　暁豊 イシダ　アキト リトル

三位 塚本　陽奈太 ツカモト　ヒナタ リトル

三位 小野田　剛琉 オノダ　タケル 長泉ＦＡ

小学5･6年の部　45ｋｇ 一位 橋口　隼 ハシグチ　ジュン 長泉ＦＡ

二位 角井　遥斗 ツノイ　ハルト 長泉ＦＡ

三位 稲鶴　大宗 イナヅル　マサムネ 浜松ＳＳFC

三位 加藤　伶依 カトウ　レイ 沼津

小学5･6年の部　51ｋｇ 一位 笹原　康弘 ササハラ　ヤスヒロ 沼津

二位

三位

三位
小学5･6年の部　+51ｋｇ 一位 濱本　旬之介 ハマモト　シュンノスケ 長泉ＦＡ

二位

三位

三位
3・4年女子の部　　Aｋｇ 一位 清水　心葉 ｼﾐｽﾞｺｺﾊ 焼津Ｊｒ

二位 長島　椿 ナガシマ　ツバキ 沼津

三位 松本　稀芭 ﾏﾂﾓﾄ　ｷﾜ 修善寺

三位



3・4年女子の部　B ｋｇ 一位 安藤　聖羅 アンドウ　セイラ 沼津

二位 梅原　穂 ｳﾒﾊﾗ　ﾐﾉﾘ 修善寺

三位 鈴木 もも スズキ モモ 東伊豆

三位 池田　果穂 ｲｹﾀﾞｶﾎ 焼津Ｊｒ

女子5・6年の部　A ｋｇ 一位 関野　心結 セキノ　ミユイ リトル

二位 石田　杏莉 イシダ　ｱﾝﾘ リトル

三位

三位
女子5・6年の部　B ｋｇ 一位 渡邉　みらい ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾗｲ 焼津Ｊｒ

二位 星野　葵 ホシノ　アオイ リトル

三位 牟田　眞悠 ムタ　マユウ ドリームス

三位
5・6年女子の部　Cｋｇ 一位 森　麻里香 モリ　マリカ リトル

二位 秋山　恵南 ｱｷﾔﾏｴﾅ 焼津Ｊｒ

三位 梅原　来夏 ｳﾒﾊﾗ　ｺﾅﾂ 修善寺

三位
小学5.6女子の部　Dｋｇ 一位 小林　叶実 コバヤシ　カナミ 沼津

二位 佐藤　希乃果 ｻﾄｳﾉﾉｶ 焼津Ｊｒ

三位 竹本　綾 ﾀｹﾓﾄｱﾔ 焼津Ｊｒ

三位


