
第58回　入　　賞　　者

男子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年9月4日

学　年　段　別 ��優　　　勝 �2　　　位 �3　　　位 

幼　　年 �軽量 �萩原臭進（佐藤） �大倉1－風雅（宝泉） �岩や．幸誠（田島） �谷本　篤紀（田島） 
重量 �芹浄泰時（石井） �斉藤　直哉（佐藤） �竹吉　瑞樹（田島） �松村　大勢（北沢） 

小学1年 �軽i �長谷川　意（佐藤） �′椛澤達人（椛痩） �新井■楓太く須藤） � 中i �櫻井　放く佐藤） �後藤弘志朗（■柴崎） �清水　悠書（石井） � 

重量 �田中　慶太く石井） �原島　翔哉（佐藤） �渡部　晴書（柴崎） � 

小学2年 �軽量 �・坂爪垂汰（石井） �開口　頂く石井） �金子　尚美（剣持） �古見　健也（宝泉） 中量 �野口　慶汰（石井） �櫻井　鰭介（櫻井） �鈴木‾琉世（田島） �竹富　一樹（田島） 

重量 �増澤唯斗（如嘩） �内田　龍志（偉藤） �村田　大起（佐藤） � 

小学3年 �軽量 �富田　華（佐藤） �軍岡楓大（佐藤） �細谷，壮太（北沢） �中里　仁（椛澤） 中量 �瀧薄　志輔（佐藤） �和田　直輝－（佐藤） �小林青馬（未明） �草木史幹也（宝泉） 

重量 �福甲光治（椛澤） �中里　恭之介（佐藤） �青島　大樹（佐藤） �奉野正朋（英明） 

小学4年 �薩章一 �狩野　楽斗（北沢） �野中　一誠（田島） �上村由博（佐藤） �横井　惣太（櫻井） 中量 �中谷友紀．（右井） �湯浅　勝斗（佐藤） �青木廉窄士（宝泉） �斎藤　朱良（田島） 

重量 �丸山和隼（田島） �■藤田有翔（佐藤） �塚越　竜一（櫻井） �相澤　海斗（剣持） 

小学5年 �軽量 �渡連涼斗（雅沢） �武藤　遼太く石井） �大倉伶央（葺泉） �深簿　優希（椛渾） 
中量 �野本龍也（北東） �斎藤大二朗ノ（佐革） �新井　誓開く石井） �和田寧輝（佐藤） 

薩重 �秋本凌貫く佐藤） �岩下哲也（＿田島） �伊藤　良介（田島） �船越草道（佐藤） 

董卓 �湯本．祥伍（田島） �柴田　昌彦（佐藤） �藤沢　雄大（宝泉） � 

小学6年 �軽量 �塩野　隆弘（北沢） �佐野　貴昭‾（佐藤） �椛藩健介（椛澤） �翠澤智亭（椛澤） 
中葦 �石田　雅基，（北沢） �高橋　最也（襲崎） �伊藤　優太（櫻井） �奈良　借（北沢） 

軽重 �狩野伶太（田島） �小野塚　隆太（一田島） �金子　風雅（棲井） �島康弘二郎（櫻井き．‾： 

壬生 �村田　大征（佐藤） �瀧澤　大輔（佐藤） �野中敬本（田革） �城代貴明（皐明） 

中学1年 �軽辛 �細矢　秀（田島） �岡田　真情（佐藤） �鈴木　純（佐藤） � 
中量 �富岡知癌く佐藤） �佐藤捷大（田島） �五十嵐　昇輝く田島） �斎藤東泉細く佐藤） 

軽重 �原・由薫く佐藤） �近田　雄亮（宝泉） �野口　優汰（石井） �須藤大樹（瘍藤） 

重量 �清水　航平1（田島） �内山　恵幸（田島） �松本　広文（剣持） �松村　知輝く北沢） 

中学2年 �軽卓 �柴田　佳宜（佐藤） �瀧澤　智哉（佐藤） �櫻井　捷天（石井） � 中量 �赤江1－希（佐藤） �深溝　優斗（田島） �富田　亮（佐藤） �川村聡太（．須藤） 

重量 �菊田　征紀（佐藤） �痍藤成行（北沢） �長谷川　寛葺く椛津） �原　鱒昭（櫻井） 

中学3年 �軽量 �狩野■隼人（田島） �柴田　洗弥（田島） �町訂－．鱒（櫻井） �狩川啓貴（佐藤） ．中主 �佐々木　政也（北沢） �松本　広宗（剣持） �原澤　悠（横井） � 

重量 �竹林佑轟く宝泉） �丸山　楓太（田島） �照屋佑季（椛藩） � 

．高校・無段 � �長谷川秀亡く廠澤） �山本　智将（剣持） � � 

高校・有段 �軽量 �高橋　勇人（柴崎） �斎藤■　涼（佐藤） �柴田　知宜（佐藤） � 

中量 �戸坂　太一（佐藤） �石坂晋本邸（佐藤） �岩崎恭平（剣持） �長岡将司鱒革） 

重量 �角田　裕祐（佐藤） �鹿野鹿征（佐藤） �森田　祐放く横井） �北血大貴礫鍵 

青年・無段 � � � � � 

青年・初段 � �藤沢　仁志（■宝泉） �相木道博（碗翠） � � 

青年・弐段 � �進藤貴之（田島） �宮前　昌宏（横井） �Jll口　車也人（棲井） �木暮　学（櫻草） 

l青年・参政 � �須田　龍一（田島） �槻岡　正寛（剣持） �箱田雄二（宝卑） �平田　順「（宝泉） 



第58回　入　　賞　　者

女子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年9月4日

学　年　段　別 ��優　　　勝 �2　　　位 �3　　　位 

幼　　年 � �早野　甲香（佐藤） �今井　朱夏（田島） �新井　詩音（須藤） � 

小学1年 � �大久保歌織（由島） �城代，恵美（真■明） �r永井　水紗（柴崎） �川岸明日呑（田島） 

小学2年 � �相澤　愛佳（剣持） �療薄玲依里（櫻井） �早野智香（佐藤） �高橋　楓（佐藤） 

小学3年 �軽畢 �鱒津帆香（椛澤） �中村　海月（剣持） �田島奈那美（石井） � 
重量 �湯本真尋（田島） �岡部　　綾（剣持） �金子　備稀菜（田島） �秋本　紗英（佐藤） 

小学4年 �軽辛 �近藤花菜（佐藤） �内由　瑠菜（真明） �新都　梨花（田島） � 
重畳 �細矢　美子（田島） �田代雛子（田島） �小山申祥子（真明）‾ � 

小学5年 � �坂爪　優渚（石井） �赤江　京佳（佐藤） �早野　那奈（佐藤） �小林　月菜（真明） 

小学6年 � �蔦村　千住（田島） �黒海上奏緒里（櫻井） �田中t　舞（佐革） �長谷川　凛（佐藤） 

中学1年 � �早野弥咲く佐藤） �小山　利恵（佐藤） �長壁　伶奈（石井） �伊藤　風花（北沢） 

中学2年 � �小林　由依（佐藤） �．角田　裕美（佐藤） �石田　紗緒理（北沢） �関白　菓々美（櫻井） 

中学3年 � �療藤　葵（佐藤） �‾‾野中　聖書（田島） � � 

高校・有段 � �中村恵理子（佐藤） �嘩　小百（佐藤） �内甲詩音（佐藤） � 
一般・有段 � �箱田　明日香（佐藤） �河田　菜結く剣持） � � 


