
第14回福井県オープン少年柔道錬成大会　大会成績 日時：令和5年2月5日

場所：福井県立武道館

各部門 優勝

園児の部 中荒江紗愛
柔道整復師会
少年柔道教室

1年生の部 松田　悠生 森田柔道クラブ 山本　大地
敦賀市柔道ス
ポーツ少年団 前田　丈健

敦賀市柔道ス
ポーツ少年団 小林　春樹

丸岡柔道スポー
ツ少年団

2年生の部 岩尾ほのか
鯖江柔道スポー

ツ少年団 金本　京司
鯖江柔道スポー

ツ少年団 野川　史乃 森田柔道クラブ 山田凌太朗
敦賀市柔道ス
ポーツ少年団

3年生の部 鈴木　煌士
柔道整復師会
少年柔道教室 宮地　月

鯖江柔道スポー
ツ少年団 西澤　咲杜

鯖江柔道スポー
ツ少年団 中荒江悠翔

柔道整復師会
少年柔道教室

4年生の部 宮川　颯斗
勝山市柔道ス
ポーツ少年団 松山　龍登

勝山市柔道ス
ポーツ少年団 石田　來夢

鯖江柔道スポー
ツ少年団 安野　楓可

勝山市柔道ス
ポーツ少年団

5年生男子の部　４５kg以下級 山本　優心
敦賀市柔道ス
ポーツ少年団 佐藤　琉希

鯖江豊柔道教
室 佐藤　琉空

鯖江豊柔道教
室 濵戸　璃久

神明柔道スポー
ツ少年団

5年生男子の部　４５kg超級 市橋　知宙 ＦＫＢ柔道クラブ 野川　瑛太 森田柔道クラブ 五十嵐龍生
金井学園ジュニ
ア柔道クラブ 松山　颯佑

勝山市柔道ス
ポーツ少年団

6年生男子の部　５０kg以下級 笹島　悠生
勝山市柔道ス
ポーツ少年団 佐野　樹

勝山市柔道ス
ポーツ少年団 荒井  敬翔

越前市柔道ス
ポーツ少年団 下村　十夢

大野市柔道ス
ポーツ少年団

6年生男子の部　５０kg超級 冨田　隆太
金井学園ジュニ
ア柔道クラブ 宮川　悠斗

勝山市柔道ス
ポーツ少年団 田中　来祈

勝山市柔道ス
ポーツ少年団 藤本　慶士

鯖江豊柔道教
室

5･6年生の部　女子４５kg以下級 谷口　瑞木
柔道整復師会
少年柔道教室 栗山　葉子

大野市柔道ス
ポーツ少年団 牧野　癒月

大野市柔道ス
ポーツ少年団 笹島　花歩

勝山市柔道ス
ポーツ少年団

5･6年生の部　女子４５kg超級 佐々木柚月
鯖江豊柔道教
室 酒井　柚季

勝山市柔道ス
ポーツ少年団 中西　萌

金井学園ジュニ
ア柔道クラブ 齋藤　結月

鯖江豊柔道教
室

優勝 準優勝 第三位 第三位



1年生の部

（森田）

幼稚園の部

(柔整会)

松田

1山下　桃末 (FKB)

2窪田　直弥 (鯖江)

3山田　彩翔 (敦賀)

4鈴木　耀太 (柔整会)

5

吉村　功輝

(敦賀)

6津田　新太 (丸岡)

7中者　皆人 (敦賀)

10

前田　丈健

(敦賀)

11松山　泰三 (森田)

8坪田　燎弥 (坂井)

9松田　悠生 (森田)

16笹島　翔太 (勝山)

12山田　優羽 (敦賀)

13小林　春樹 (丸岡)

中荒江沙愛 (柔整会) 1 中荒江

14山下　航生 (豊)

17山本　大地 (敦賀)

15刀上　依栞 (鯖江)



2年生の部

（鯖江）

岩尾

1金本　京司 (鯖江)

2前田　守 (FKB)

3福野　亮剛 (勝山)

4今村　真大 (南越前)

5坪田　凰奨 (坂井)

6西野　　仁 (神明)

7高島　伊吹 (丸岡)

8山田凌太朗 (敦賀)

9東　謙吾 (神明)

10村田　紗菜 (丸岡)

11山内　康永 (大野)

12砂崎　飛龍 (あわら)

13五十嵐浩岳 (坂井)

14小嶋　克典 (豊)

15五十嵐壮一郎 (坂井)

16岩尾ほのか (鯖江)

17高島　蓮聖 (丸岡)

25山根　快斗 (川口)

23松山　凰里 (勝山)

24西川　瑞晄 (丸岡)

不戦勝

不戦勝

不戦勝

21野川　史乃 (森田)

22惣明　琉輝 (敦賀)

18森蔭 航輝 (越前)

19前島　希丞 (南越前)

20山下　陽也 (神明)



3年生の部

神谷　星希

(柔整会)

鈴木

1宇城　晴翔 (金井)

2中荒江悠翔 (柔整会)

5玉村　沙和 (大野)

6南部　晋馬 (勝山)

3前田　耀大 (敦賀)

4

11金本　周悟 (鯖江)

12上野　功羽雅 (あわら)

(森田)

9吉田　翔臣 (豊)

10山本　圭悟 (敦賀)

7刀上　弓弦 (鯖江)

8加藤　勇人

15宮地　月 (鯖江)

16岩城　旺河 (国見)

13用田 佑己 (越前)

14堂村　珀仁 (金井)

19高島　美桜 (丸岡)

20鈴木　煌士 (柔整会)

17五十嵐　丈 (坂井)

18定森　勇大 (金井)

(鯖江)

24福岡　優真 (勝山)

21成田　航平 (鯖江)

22白﨑　美羽 (あわら)

（柔整会）

29河野　皇輝 (敦賀)

27植野　絢楓 (鯖江)

28木村　蓮 (金井)

25松山　千紘 (森田)

26山下 夢桜 (FKB)

23西澤　咲杜



4年生の部

(丸岡)

高江　真菜 (あわら)

宮川

永田 卓 (越前)

和田　一紗 (豊)

佐野　幸音 (勝山)

石田　來夢 (鯖江)

木村　椿 (金井)

松田　琉衣 (大野)

牧野　　旦 (FKB)

山田　丞太朗 (敦賀)

小堀　剛琉 (柔整会)

宮川　颯斗 (勝山)

浅野　佑朔 (柔整会)

村田　凛音 (大野)

奥野　友乃 (国見)

東　秀優 (神明)

乾　友樹 (大野)

地代所　陽 (丸岡)

河邊　凌央人 (あわら)

吉村　大輝 (敦賀)

松田　謙太郎 (神明)

高島　亜美 (丸岡)

19

20

21

山品　春人 (柔整会)

笹又　　悠 (神明)

鈴木　洸芽 (川口)

安野　楓可 (勝山) 22

23

24

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

26

27

28

29

後藤　駿介 (FKB) 30

藤井　至道 (大野)

惣明　琥珀 (敦賀)

伊藤　優吾 (川口)

豊岡　輝

朝倉　陸翔 (金井) 31

前田　陽太 (敦賀) 32

藤澤　結莉士 (丸岡) 33

山下　真理雄 (神明) 34

(豊) 37

向　柚月 (南越前) 38

畑中　一平 (大野) 35

近藤　晴斗 (鯖江) 36

(勝山)

伊井 アキラ (越前) 41

松山　龍登 (勝山) 42

田中　史織 (金井) 39

花山　優作 (柔整会) 40

藤本　聡士



男子5年生の部　45kg以下級

(敦賀)

山本

宮本　悠真 (柔整会) 10

水口　波音 (丸岡) 11

大塚　健永 (南越前) 5

濵戸　璃久 (神明) 6

用田 廉翔 (越前) 3

松嵜　慶次郎 (敦賀) 4

佐藤　琉希 (豊) 1

石橋　亮 (勝山) 2

白崎　太雅 (豊) 9

神谷　龍希 (森田) 7

出見　光顕 (国見) 8

佐藤　琉空 (豊) 12

平井　孝汰 (FKB) 14

松井　涼太 (勝山) 13

神山　翔 (南越前) 15

下村　勇気 (大野) 16

17

笠島　昴樹 (豊) 18

不戦勝

山本　優心 (敦賀) 21

大玉 拓実 (越前) 19

前島　圭吾 (南越前) 20

西間木　亮佑 (丸岡)



男子5年生の部　45kg超級

(FKB)

市橋

16

17

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

五十嵐　龍生 (金井)

野川　瑛太 (森田)

山田　侑輝 (敦賀)

坪田　将弥 (坂井)

宮本　想舞 (森田)

田中　秀和 (勝山)

後藤 颯天 (FKB)

藤井 潤 (越前)

吉田　龍臣 (豊)

松山　颯佑 (勝山)

山口　竜生 (敦賀)

藤本　悠斗 (FKB)

野坂　昇矢 (FKB)

牧野　海斗 (大野)

市橋　知宙 (FKB)

向　　憂海 (南越前)

中者　勇人 (敦賀)



女子5・6年生の部　45kg以下級

(柔整会)

女子5・6年生の部　45kg超級

(豊)

佐々木

谷口

8

酒井　柚季

(勝山)

1佐々木柚月 (豊)

高岡　知佳 (敦賀)

中西　萌 (金井)

5

2

齋藤　結月

(大野)

1(あわら)

2

高江　結菜

笹島　花歩

牧野　癒月

松井　絵麻

栗山　葉子

今村　春花 (南越前)

7谷口　瑞木 (柔整会)

(豊)

(勝山)

3(勝山)

(大野)

6杉﨑ジェシカ (越前)

3

4

5

4



男子6年生の部　50kg以下級

(勝山)

笹島

5駒井　聖也 (敦賀)

笹島　悠生

3伊藤 孝将 (FKB)

1(勝山)

4松宮　優太 (丸岡)

2木下　誇希 (丸岡)

8下村　十夢 (大野)

6荒井 敬翔 (越前)

7古俵　陽真 (丸岡)

9

11木戸　雄一朗 (丸岡)

不戦勝

不戦勝

刀上　慶斗 (鯖江)

13佐野　樹 (勝山)

12

木下　誇我 (丸岡)

10出村 将也 (FKB)



男子6年生の部　50kg超級

(金井)

冨田

1宮川　悠斗

2

大山　桧 (丸岡) 3

(勝山)

山本　勇虎 (神明)

小嶋　秀征

(豊) 7

刀祢　要太 (鯖江) 4

林　颯空 (国見) 5

白﨑　巴琉 (あわら) 6

藤本　慶士

(豊) 13

東　太陽 (柔整会) 8

松山　雅虎 (勝山) 9

田中　勇輝 (鯖江) 10

山下　大賀 (FKB) 11

北嶋　匠 (坂井) 12

田中　来祈 (勝山) 18

冨田　隆太 (金井) 14

松川　優護 (あわら) 15

水上　蓮 (柔整会) 16

池田　優詩 (敦賀) 19

東　優吾 (神明) 17


