
学年 階級 優　勝 2　位 3　位 3　位

田中周太 関谷宣了 田中昂成

（石井） （佐藤） （高崎警察）

萩原昊進 戸塚智海

(佐藤） (長野郷）

芹澤泰弥 齋藤直哉 永井大惺 宮下大輝

(石井） （佐藤） (高崎柔教） （上郊小）

長谷川　慧 横田晋太郎 新井颯太

(浜尻小） （佐野小） （城山小）

眞下陽成 眞下皓成 清水悠喜

（堤ヶ岡小） (堤ヶ岡小） （下室田小）

青木胡汰郎 田中慶太

（上郊小） （下室田小）

野口慶汰 関口　環 武井朝陽 堀越涼太

（里見小） （下里見小） （南陽台小） （南陽台小）

池田航太郎 坂爪　聖 島崎　葵

（箕郷東小） （里見小） （長野小）

内田龍志 佐藤　航 剣持壮汰 原田喬永

（京ヶ島小） （東部小） （南八幡小） （片岡小）

高木　空 和田直輝 狩俣直紀 川岸永聖

（箕郷東小） （城東小） （箕郷東小） （桜山小）

射羽　陸 武井佑磨 伊藤颯大 後閑隆行

（箕郷東小） （箕郷東小） （箕郷東小） （西小）

滝澤恵輔 青島大樹 中里恭之介 平野雅士

（中居小） （東部小） （大類小） （箕輪小）

福田光治 横山竜之介 山野紫音

（京ヶ島小） （片岡小） （箕輪小）

吉澤史竜 田島燎一 櫻井惣太 岡田竜治

（城東小） （中室田小） （北小） （箕郷東小）

中谷友紀 上村昭博 神保　颯

（里見小） （東部小） （箕郷東小）

田村啓輔 茂木元哉 門倉弘武

（箕郷東小） （長野小） （東部小）

須田昂希 岸　力也 宮下大和

（久留間小） （東部小） （上郊小）
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小学1年
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小学２年
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小学3年
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学年 階級 優　勝 2　位 3　位 3　位

小島拓也 齋藤大二郎 新井誓闘 一倉陸人

（新町小） （塚沢小） （里見小） （城山小）

武井君仁 和田智輝 吉田啓人 深澤優希

（箕郷東小） （城東小） （城山小） （京ヶ島小）

秋本凌吾 舩越遥道 川岸正裕 田貝貫太

（西部小） （中尾小） （桜山小） （寺尾小）

川村龍成 関谷将人 柴田昌彦 中林龍一

（箕郷東小） （片岡小） （京ヶ島小） （箕郷東小）

川井勇人 佐野貴昭 田村祐輔 山本亮佑

（箕郷中） （佐野中） （箕郷中） （箕郷中）

瀬下隆介 大河原恵都 泉　裕貴 田野英二

（入野中） （片岡中） （豊岡中） （群馬南）

武井宏真 須田卓実 庄司大樹 今井　夏

(箕郷中） （榛名中） （矢中中） （豊岡中）

齋藤宗太朗 飯塚　蓮 成田　圭 関口晃生

（塚沢中） （群馬南中） （豊岡中） （塚沢中）

荻原　歩 中村幸平 小澤尚稔 黒岩和仁

（矢中中） （長野郷中） （群馬中央中） （豊岡中）

冨岡知輝 星野一貫 高橋俊圭 武井　凌

（塚沢中） （箕郷中） （矢中中） （倉賀野中）

池田涼馬 井上奨悟 高木　龍 清水裕斗

（箕郷中） （長野郷中） （箕郷中） （箕郷中）

岸　勇基 瀧澤大輔 湯浅友貴 高橋拓人

（箕郷中） （大類中） （佐野中） （佐野中）

中野泰成 飯嶋直也 本橋光紀 秋山竜也

（高南中） （長野郷中） （高南中） （矢中中）

赤江一希 佐々木敦星 田中悠葵 瀧澤智也

（塚沢中） （塚沢中）

青木大夢 大澤優太 中嶋悠貴 吉田悠真

（高崎商業） （MD柔道） （高崎商業） （常磐高校）

角田裕祐 川口隼也人 櫻井　渓 萩原祐樹

（高崎高校） （櫻井道場） （MD柔道） （高崎商業）
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中量級

軽重量級

重量級

55ｋｇ級

55ｋｇ級

60kg級中学生

中学1年 ５０ｋｇ級

中学2年 ５０ｋｇ級

中学1年

小学6年

小学6年

73ｋｇ級

81ｋｇ級

81ｋｇ超級

中学3生の部

中学生 66ｋｇ級

中学生

中学生

中学生

中学2年

高校・一般

軽量級

重量級



学年 階級 優　勝 2　位 3　位 3　位

早野日香 田中菜々瀬 新井詩音 後関咲来

（長野小） （金古南小） （城山小） （西小）

川岸明日香 佐藤愛夏 相澤萌絵

（桜山小） （下室田小） （堤ケ岡小）

田貝侑奈実 湯浅　碧 横田花夏 平木優衣

（寺尾小） 乗附小 （佐野小） （寺尾小）

早野智香 細谷玲依里 田中遙希 鹿沼真琴

（長野小） （東部小） （金古南小） （城東小）

秋本紗英 田貝夏歩 齋藤琴映 田島奈那美

（西部小） （寺尾小） （上郊小） （中室田小）

平　小冬

（堤ヶ岡小）

赤江京佳 坂爪優渚

（佐藤道場） （石井道場）

高橋乃愛 田中　舞 金井風香 金澤茉穂

（長野郷中） （佐野中） （大類中） （片岡中）

小山利奈 小池うらら 谷内日向子 小坂井　瞳

（新島学園中） （群馬中央中） （中尾中） （大類中）

長谷川　凜 青木菜奈可 石川真帆 安藤美紀

（塚沢中） （群馬南中） （群馬中央中） （箕郷中）

早野弥咲 小鮒　遥 後藤紗栄 土川紗瑛

（塚沢中） （群馬中央中） (箕郷中） （新町中）

清水優佳 細谷美緒里 大澤睦実 磯貝享子

（群馬南中） （塚沢中） （大類中） （群馬南中）

福田玲奈 砂賀美穂 加持円香 斉木彩花

小学1年女子

軽量級

小学2年女子

重量級

小学3年女子

小学4年女子

中学女子５２ｋｇ級

中学女子５７ｋｇ級

中学女子５７ｋｇ超級

小学5年女子

小学6年女子

中学女子４０ｋｇ級

中学女子４４ｋｇ級

中学女子４８ｋｇ級


