
順位 氏名 ふりがな 学校名

優 勝 大竹 崇太 おおたけ そうた 足利市立第一中学校

準優勝 福地 慶治朗 ふくち けいじろう 修徳中学校

第三位 真砂 勇陽 まさご ゆうや 川口市立西中学校

第三位 村上 颯 むらかみ そう 日本大学第一中学校

優 勝 五十嵐 健太 いがらし けんた 平塚市立金目中学校

準優勝 五十嵐 雅人 いがらし まさと 埼玉栄中学校

第三位 天野 武蔵 あまの むさし 忍野村立忍野中学校

第三位 池田 航太郎 いけだ こうたろう 高崎市立箕郷中学校

優 勝 後藤 颯太 ごとう そうた 鎌ヶ谷市立第二中学校

準優勝 新井 俊樹 あらい しゅんき 足利市立第一中学校

第三位 服部 辰成 はっとり しんせい 東海大学付属相模高等学校中等部

第三位 宮部 真臣 みやべ まなと 水戸市立見川中学校

優 勝 猪瀬 真司 いのせ しんじ 埼玉栄中学校

準優勝 髙橋 蓮 たかはし れん 船橋市立行田中学校

第三位 北條 允人 ほうじょう まこと 前橋市立大胡中学校

第三位 木原 慧登 きはら けいと 東海大学付属相模高等学校中等部

優 勝 松原 咲人 まつばら さくと さいたま市立田島中学校

準優勝 平野 蒼空 ひらの そら 平塚市立金目中学校

第三位 藤田 大 ふじた ひろし 市原市立八幡中学校

第三位 天野 開斗 あまの かいと 東海大学付属相模高等学校中等部

優 勝 佐久間 大輔 さくま だいすけ 鴨川市立鴨川中学校

準優勝 大吉 諒 おおよし りょう 筑西市立明野中学校

第三位 池田 尚悟 いけだ しょうご 港区立港南中学校

第三位 伊藤 優至 いとう ゆうし 国士舘中学校

優 勝 長濱 佑飛 ながはま ゆうと 埼玉栄中学校

準優勝 金澤 聡梧 かなざわ そうご 国士舘中学校

第三位 清水 雄護 しみず ゆうご 古河市立古河第一中学校

第三位 宮﨑 元汰 みやざき げんた 青山学院中等部

優 勝 野村 陽光 のむら はるき 埼玉栄中学校

準優勝 坂口 稜 さかぐち りょう 埼玉栄中学校

第三位 中井 貴道 なかい たかみち 埼玉栄中学校

第三位 山越 大地 やまこし だいち 相模原市立大沢中学校

男子個人戦 55 ㎏級

第４３回関東中学校柔道大会　男子個人戦　結果

階級

男子個人戦 50 ㎏級

男子個人戦 60 ㎏級

男子個人戦 66 ㎏級

男子個人戦 73 ㎏級

男子個人戦 81 ㎏級

男子個人戦 90 ㎏級

男子個人戦 90 ㎏超級



順位 氏名 ふりがな 学校名

優 勝 高木 由有 たかぎ ゆう 淑徳中学校

準優勝 島田 栞那 しまだ かんな 平塚市立金目中学校

第三位 遅澤 一樹 おそざわ いつき 那須塩原市立三島中学校

第三位 藤島 歩未 ふじしま あゆみ さいたま市立田島中学校

優 勝 桑田 彩菜 くわた あやな 淑徳中学校

準優勝 宮木 果乃 みやき かの 修徳中学校

第三位 藤城 希彩 ふじしろ のあ 浦安市立堀江中学校

第三位 中山 歩 なかやま あゆみ さいたま市立大原中学校

優 勝 長岡 采枝 ながおか さえ 草津町立草津中学校

準優勝 岡野 佐弥香 おかの さやか さいたま市立田島中学校

第三位 最上 蒔芽 もがみ しもん 作新学院中等部

第三位 島野 芽李 しまの めい 東松山市立北中学校

優 勝 笠川 真尋 かさかわ まひろ 渋谷教育学園渋谷中学校

準優勝 青木 心音 あおき ここね 平塚市立金目中学校

第三位 三上 永愛 みかみ えな いすみ市立大原中学校

第三位 早野 智香 はやの ともか 高崎市立長野郷中学校

優 勝 髙橋 瑠奈 たかはし るな 平塚市立金目中学校

準優勝 井田 侑希 いだ ゆき 寄居町立寄居中学校

第三位 杉山 凛 すぎやま りん 茅ヶ崎市立第一中学校

第三位 酒井 ひろの さかい ひろの 淑徳中学校

優 勝 星野 七虹 ほしの ななこ 東松山市立北中学校

準優勝 吉岡 映 よしおか あき 修徳中学校

第三位 相澤 愛佳 あいざわ あいか 足利市立第一中学校

第三位 柿澤 夏美 かきざわ なつみ さいたま市立田島中学校

優 勝 稲葉 千皓 いなば ちひろ 国士舘中学校

準優勝 関根 希思 せきね ねこと 川口市立芝西中学校

第三位 森 静玖 もり しずく さいたま市立田島中学校

第三位 荒川 音子 あらかわ ねね 横須賀市立神明中学校

優 勝 大高 ひかり おおたか ひかり 帝京中学校

準優勝 酒井 葵海 さかい あおい 帝京中学校

第三位 山口 のどか やまぐち のどか 浦安市立堀江中学校

第三位 新井 万央 あらい まお 東松山市立北中学校

女子個人戦 44 ㎏級

第４３回関東中学校柔道大会　女子個人戦　結果

階級

女子個人戦 40 ㎏級

女子個人戦 48 ㎏級

女子個人戦 52 ㎏級

女子個人戦 57 ㎏級

女子個人戦 63 ㎏級

女子個人戦 70 ㎏級

女子個人戦 70 ㎏超級


