
軽　　量 仲野　桜成 (堤ケ岡) 森平　丞 (草津)

中　　量 新保　瑛大 (城南)

重　　量 山下　瑛太郎 (櫻井) 徳江　艶葉 (昭和) 布川　社 (大胡)

軽　　量 小林　大和 (昭和) 鈴木　翔大 (芳賀) 金井　介 (昭和)

中　　量 市川　煌翔 (草津) 後藤　大志 (城南) 水出　力仁 (草津) 清水　朝飛 (堤ケ岡)

軽 重 量 富澤　隼 (芳賀) 齋藤　史弥 (佐藤) 今井　晶久 (富岡) 今井　竣悠 (富岡)

重　　量 岡　慎之助 (田島) 小嶋　悠太 (大胡) 川村　晟生 (櫻井)

軽　　量 桑原　征ノ介 (櫻井) 下平　陽仁 (石井) 須田　悠月 (芳賀) 吉楽　風生 (堤ケ岡)

中　　量 菅澤　京平 (佐藤) 木下　斗璃 (田島) 柳　龍吾 (田島)

重　　量 小菅　蒼空 (富岡) 石関　睦樹 (強戸)

軽　　量 佐藤　勇也 (草津) 新井　篤志 (草津) 金田　旭 (富岡)

中　　量 福田　順晶 (佐藤) 高瀬　海斗 (剣持) 富澤　誠 (芳賀) 田中　悠葵 (芳賀)

軽 重 量 福江　絃 (田島) 齋藤　和晃 (佐藤)

重　　量 星野　真宏 (大胡) 関口　悠斗 (剣持) 徳江　稀節 (昭和)

軽　　量 下平　大聖 (石井) 坂田　健心 (大胡) 小林　輝生 (剣持)

中　　量 輿石　憲志 (佐藤) 木村　剣士朗 (大胡) 齋藤　晴 (佐藤) 小林　琥碧 (剣持)

軽 重 量 下田　瑛太 (渋中) 長　紘希 (田島) 小林　結優 (剣持) 須田　颯太 (芳賀)

重　　量 井上　大誠 (大胡) 石黒　奏太 (田島) 川村　尭輝 (櫻井)

軽　　量 佐藤　壱成 (草津) 池田 一颯 (渋中) 桑原　悠一郎 (櫻井) 岩田　幸生 (榛東)

軽 中 量 齋藤　琉偉 (草津) 山田　蒼琉 (堤ヶ岡) 平野　聖也 (佐藤) 金田　晃 (富岡)

中　　量 山野　碧大 (田島) 辻　英恭 (石井) 平野　聖人 (佐藤) 松本　一汰 (櫻井)

軽 重 量 楯　悠惺 (芳賀) 井上　陽貴 (佐藤) 飯野　快人 (富岡)

重　　量 福田　千紘 (田島) 周藤　怜乎 (大胡) 布施　和義 (榛東)

軽　　量 土居　暖和 (佐藤) 曽我　恒太 (堤ヶ岡) 諸田　敬助 (椛澤) 倉澤　颯汰 (昭和)

軽 中 量 山田　優真 (昭和) 塚越　大雅 (大胡) 後藤　悠斗 (昭和) 布川　瑠希也 (大胡)

中　　量 關口　粋颯 (堤ヶ岡) 白石　大騎 (芳賀) 新井　大悟 (草津) 井上　拓郎 (芳賀)

軽 重 量 大前　龍之介 (（櫻井）)

重　　量 山本　琥雅 (田島) 髙橋　将斗 (草津) 鈴木　基樹 (芳賀) 山﨑　拓人 (田島)

軽　　量 中谷　貫汰 (剣持) 大塚　陣 (佐藤) 高坂　櫂 (榛東) 上原　真翔 (堤ヶ岡)

中　　量 髙橋　瑛士 (草津) 山本　応真 (剣持) 摩庭　悠大 (芳賀) 土居　史弥 (佐藤)

軽 重 量 奥澤　一夏 (大胡) 田村　拓斗 (剣持) 鈴木　健道 (芳賀) 岩﨑　弥祿 (田島)

重　　量 菅澤　理一 (佐藤) 日根野　仁眞 (富岡) 下田　康太 (渋中) 星野　敬信 (大胡)

軽　　量 上原　悠希 (富岡) 小池　遙介 (大胡) 清水　聖七 (富岡) 後藤　英太 (昭和)

中　　量 平野　太聖 (佐藤) 南雲　烈 (剣持) 吉田　史弥 (富岡) 飯沼　希武 (櫻井)

軽 重 量 山本　悠真 (剣持) 岡本　虎鉄 (芳賀) 吉澤　俊 (芳賀) 田中　友悠 (芳賀)

重　　量 上藤　高眞 (大胡) 新田　旭 (昭和) 嘉山 幸太郎 (渋中) 小林　蒼陽 (堤ヶ岡)

軽　　量 土居　大起 (佐藤) 日根野　楓眞 (富岡) 後藤　晃 (櫻井)

中　　量 山本　泰聖 (田島) 根岸　侑永 (佐藤) 笠原　大聖 (芳賀)

軽 重 量 樋口　劉輝 (佐藤) 竹内　海翔 (櫻井) 山口　隼輝 (佐藤) 池田　大輝 (櫻井)

重　　量 デメデイロス　武蔵 (剣持) 萩原　凰輝 (田島) 鈴木　奏樹 (芳賀) 富樫　優太 (田島)

アブゥトウカリモフ ファリド (富岡)

入山　凌也 (富岡) マシャド　ユウジ (剣持) 山﨑　康大 (富岡) 和田　顕甫 (椛澤)

川田　泰希 (強戸) 高野　雄太 (櫻井)

森田　祐旗 (櫻井) 塩澤　秀昭 (富士見) 大山　開盛 (櫻井) 野田　拓人 (田島)

優　　　勝 ３　　　位２　　位

小学3年

学　年　段　別

小学2年

小学1年

幼年

青年弐段以上の部

無段の部

高校生有段の部

青年初段の部

小学4年

小学5年

小学6年

中学1年

中学2年

中学3年

同率優勝：徳江文禮（昭和）、井上祐大（大胡）、坂田龍星（大胡）

令和　4年　9月　4日



幼年

小学１年 上村　花暖 (榛東) 三國　琉那 (堤ヶ岡) 田中　葵 (榛東)

小学２年 鈴木　陽菜 (大胡) 鈴木　祥代 (芳賀) 茂木　深月 (大胡) 荻野　咲心 (強戸)

軽　　量 奥澤　愛絢 (大胡) 山野　紫月 (田島) 辻　絆菜 (椛澤)

重　　量 萩原　綾咲 (佐藤) 荒谷　美和 (芳賀) 布施　はるか (榛東)

小学４年 新田　優海 (昭和) 塚越　まゆ (大胡) 伊藤　日咲 (椛澤) 橋本　咲紀 (佐藤)

軽　　量 仲野　桃香 (堤ケ岡) 小林　希美 (石井) 臂　愛菜 (櫻井) 柳　怜那 (田島)

重　　量 下田　夢彩 (渋中) 木村　莉麻 (草津) 小枝　美紀 (田島)

軽　　量 兒嶋　彩花 (大胡) 廣橋　紅葉 (佐藤) 広田　遥 (田島)

中量級 前間　麻椰 (草津) 桑原　莉子 (渋中) 福江　紗 (田島) 小林　美優 (剣持)

重　　量 上村　紗愛 (榛東) 新田　美瑛 (昭和) 笠原　唯華 (芳賀)

軽　　量 狩野　実玖 (堤ヶ岡) 池田　光 (富岡) 深谷　心結 (堤ヶ岡)

中　　量 松本　ひより (櫻井) 町田　百花 (堤ヶ岡) 星野　凛華 (昭和) 木村　依苗 (草津)

軽 重 量 椛澤　彩花 (椛澤) 星名　美月 (田島) 小澤　佑奈 (堤ヶ岡)

重　　量 儘田　叶愛 (田島) 鈴木　咲彩 (榛東) 横室　那津希 (堤ヶ岡)

軽　　量 曽我　実聖 (堤ヶ岡) 三寄　華凛 (堤ヶ岡)

中　　量 岩田　　温 (堤ヶ岡) 田島　凜 (石井) 富所　楓 (城南)

軽 重 量 金子　さくら (堤ヶ岡) 小畑　舞桜 (田島) 大澤　呼利寧 (堤ヶ岡)

重　　量 仲野　愛香 (堤ヶ岡) 福田　羽希 (富岡)

軽　　量 剣持　燿子 (剣持) 金子　由奈 (剣持) 門倉　雪乃 (佐藤)

重　　量 摩庭　琴和 (芳賀) 野　優菜 (昭和)

無段の部

有段の部 瀬戸　そら (剣持)

令和　4年　9月　4日

学　年　段　別 ３　　　位

小学３年

優　　　勝 ２　　位

小学５年

小学６年

中学１年

中学3年

中学２年


