
令和４年度　第４６回群馬県中学校

春季柔道大会
令和４年　６月１１日　団体　

６月１２日　個人　
於　太田市武道館

団　体　決　勝　記　録

男
子

高崎市立箕郷中学校 5 対 0 太田市立休泊中学校 女
子

前橋市立大胡中学校 代０ 対 0 伊勢崎市立第四中学校

氏名 判定 極り技 判定 氏名 氏名 判定 極り技 判定 氏名

先鋒 小松　優真 縦四方固 堀越　誉 先鋒 佐々木　さくら 引き分け 塩谷　苺佳

次鋒 佐野　凌助 一本背負投 佐藤　駿気 中堅 宮﨑　涼花 引き分け 佐々木　唯

中堅 湯上　大和 一本背負投 渡部　大五郎 大将 横澤　琉夏 引き分け 齋藤　桃花

副将 鈴木　大雅 後袈裟固 野村　太暉 代表 横澤　琉夏 縦四方固 佐々木　唯

大将 齋藤　貫太 後袈裟固 森下　翔真

代表

男　　子 女　　子

優　勝 箕 郷 中学校 優　勝 大 胡 中学校

準優勝 休 泊 中学校 準優勝 伊 勢 崎 四 中学校

第三位 新　　　　　里 中学校 第三位 赤 堀 中学校

第三位 み な か み 中学校 第三位 前 橋 七 中学校

男　子　個　人　入　賞　者

５０ｋｇ級 ５５ｋｇ級

優　勝 武井 大翔 (沼田東) 優　勝 永島 誠剛 (伊勢崎一)

準優勝 唐澤 宗吾 (みなかみ) 準優勝 深澤 柾人 (宝泉)

第三位 佐藤 駿気 (休泊) 第三位 石井 克典 (吉岡)

第三位 堀越 誉 (休泊) 第三位 岡田 佑輝 (新里)

６０ｋｇ級 ６６ｋｇ級

優　勝 小松 優真 (箕郷) 優　勝 佐野 凌助 (箕郷)

準優勝 岸 雷珠 (赤堀) 準優勝 高倉 亜衣琉 (城西)

第三位 岡本 虎鉄 (桂萱) 第三位 兒嶋 直人 (新里)

第三位 湯上 慶次 (箕郷) 第三位 桒山 力翔 (伊勢崎一)

７３ｋｇ級 ８１ｋｇ級

優　勝 武井 大翔 (木瀬) 優　勝 樋口 劉輝 (塚沢)

準優勝 今泉 虎多朗 (赤堀) 準優勝 関口 睦 (前橋七)

第三位 茂木 陽生 (吉岡) 第三位 嘉藤 陸來 (伊勢崎二)

第三位 神原 凌 (あずま) 第三位 戸丸 来翔 (みなかみ)



９０ｋｇ級 ９０ｋｇ超級

優　勝 兒嶋 陸 (新里) 優　勝 齋藤 貫太 (箕郷)

準優勝 湯上 大和 (箕郷) 準優勝 周藤 月獅 (新里)

第三位 新田 旭 (昭和) 第三位 坂田 輝希 (吉岡)

第三位 石川 弘樹 (赤堀) 第三位 庄司 太一 (矢中)

女　子　個　人　入　賞　者

４０ｋｇ級 ４４ｋｇ級

優　勝 竹島 葵 (箕郷) 優　勝 塩谷 苺佳 (伊勢崎四)

準優勝 金子 由奈 (北の杜学園) 準優勝 橋本 琉花 (前橋七)

第三位 津田 稀実 (前橋七) 第三位 我 実聖 (群馬中央)

第三位 菅原 唯月 (赤堀) 第三位 谷 心彩 (薄根)

４８ｋｇ級 ５２ｋｇ級

優　勝 山田 唯月 (佐野) 優　勝 齋藤 桃花 (伊勢崎四)

準優勝 剣持 耀子 (太田西) 準優勝 中曽根 紅葉 (前橋七)

第三位 塩谷 里緒 (群馬中央) 第三位 摩庭 琴和 (桂萱)

第三位 長谷川 雛葵 (池田) 第三位 今泉 由美 (赤堀)

５７ｋｇ級 ６３ｋｇ級

優　勝 佐々木 さくら (大胡) 優　勝 桐生 留奈 (赤堀)

準優勝 宮﨑 涼花 (大胡) 準優勝 村山 祐芽 (みなかみ)

第三位 松川 サクラ (多々良) 第三位 横澤 琉夏 (大胡)

第三位 松田 亜夢 (群馬中央) 第三位 篠﨑 愛 (箕郷)

７０ｋｇ級 ７０ｋｇ超級

優　勝 大澤 奈美 (沼田) 優　勝 鶴木 葵 (太田南)

準優勝 和木 美麗 (群馬南) 準優勝 小林 沙弥香 (富士見)

第三位 関 くる実 (前橋七) 第三位 福田 美弥 (佐野)

第三位 ソアレス マリア (赤堀) 第三位 唐澤 芹亜 (中之条)


