
第６１回　筑紫区中体連　柔道競技大会　試合結果

男子団体
優勝 準優勝 ３位

選手名 学年 体重 選手名 学年 体重 選手名 学年 体重

先鋒 勝亦　晃太 3 50 先鋒 古賀　睦七 2 46 先鋒

次鋒 椛島　悠太 3 55 次鋒 篠原　大輝 3 60 次鋒 松本　啓汰 1 50
中堅 鷲東　幸汰 3 56 中堅 新家　れん 2 62 中堅 小松　春風 2 52

副将 白川　正樹 3 73 副将 片山　睦 2 64 副将 松尾　圭倫 2 59

大将 赤城　明空 3 80 大将 大富　耀登 1 75 大将 黒瀬　眞央 3 72

選6 案浦　一樹 2 66 選6 草場　研太 1 83 選6

選7 選7 坂田　弘輝 2 63 選7

女子団体
優勝 準優勝 ３位

選手名 学年 体重 選手名 学年 体重 選手名 学年 体重

先鋒 新郷　楓佳 1 53 先鋒 小原　デスティニー 1 44 先鋒 岸本　由愛花 1 35
中堅 伊藤　奈甫 1 59 中堅 廣田　千里 2 48 中堅 池田　詩乃 3 44
大将 伊藤　静甫 2 66 大将高木　パールバティー 2 59 大将 石井　海羽 1 55
選４ 選４ 選４

学校名：那珂川南中学校 学校名：平野中学校 学校名：大野中学校
監督：南園　雅人 監督：吉原　大輔 監督：菅　啓太

学校名：春日中学校 学校名：平野中学校 学校名：二日市中学校

監督：一柳　律子 監督：吉原　大輔 監督：細田　貴義　　　



第６１回　筑紫区中体連　柔道競技大会　試合結果

男子個人戦 女子個人戦
階級 優勝 準優勝 ３位 階級 優勝 準優勝 ３位

那珂川南 春日野 春日西 二日市
勝亦　晃太 篠原　智希 川上　敦也 岸本　由愛花

学業院 那珂川南 大野 那珂川南 平野 二日市
岩端　智将 椛島　悠太 小松　春風 和久田　凜月 小原　デスティニー 池田　詩乃

春日 那珂川南 大野 春日南 平野

鐘ヶ江　利希 鷲東　幸汰 松尾　圭倫 伊津野　美咲 廣田　千里
平野 平野 那珂川南 春日

篠原　大輝 片山　睦 案浦　一樹 新郷　楓佳

那珂川南 大野 太宰府西 春日 二日市
白川　正樹 黒瀬　眞央 牛嶋　悠翔 伊藤　奈甫 石井　海羽

那珂川南 平野 平野

赤城　明空 大富　耀登 高木　パールバティー

二日市 平野 春日

田島　晴斗 草場　研太 伊藤　静甫

-50㎏級 -40㎏級

-55㎏級 -44㎏級

-60㎏級 -48㎏級

-66㎏級 -52㎏級

-73㎏級 -57㎏級

-81㎏級 -63㎏級

-90㎏級 -70㎏級

+90㎏級 +70㎏級



男子－５０ｋｇ級

３位決定戦

男子－５５ｋｇ級

男子－６０ｋｇ級

３位決定戦

男子－６６ｋｇ級

３位決定戦

男子－７３ｋｇ級

３位決定戦

1 勝亦　晃太 (那珂川南３)

2 村吉　勇人 (二日市１)

5 松本　啓汰 (大野１)

6 三谷　智哉 (二日市２)

川上　敦也 (春日西２)

3 加藤　佑希治 (春日西２)

4 川上　敦也 (春日西２) 林　将 (春日西３)

9 望月　康平 (二日市１)

10 林　将 (春日西３)

7 篠原　智希 (春日野２)

8 古賀　睦七 (平野２)

岩端　智将 学業院２ 小松　春風 大野２

1 松尾　圭倫 (大野２)

椛島　悠太 那珂川南３ 岩端　智将 学業院２

椛島　悠太 那珂川南３ 小松　春風 大野２

松藤　陽斗 (二日市２)

5 鷲東　幸汰 (那珂川南３)

2 鐘ヶ江　利希 (春日３) 松尾　圭倫 (大野２)

3 浅田　寿顔 (二日市１)

1 篠原　大輝 (平野３)

2 新家　れん (平野２)

4 松藤　陽斗 (二日市２)

新家　れん (平野２)

3 山口　真沙矢 (二日市１)

4 案浦　一樹 (那珂川南２) 案浦　一樹 (那珂川南２)

1 白川　正樹 (那珂川南３)

2 中島　練 (二日市１)

5 坂田　弘輝 (平野２)

6 片山　睦 (平野２)

前迫　亮成 (春日東２)

3 前迫　亮成 (春日東２)

4 黒瀬　眞央 (大野３) 牛嶋　悠翔 (太宰府西３)

5 橋本　啓太 (二日市１)

6 牛嶋　悠翔 (太宰府西３)



男子－８１ｋｇ級

男子－９０ｋｇ級

男子+９０ｋｇ級
出場者なし

女子－４０ｋｇ級

女子－４４ｋｇ級

女子－４８ｋｇ級

女子－５２ｋｇ級

女子－５７ｋｇ級

女子－６３ｋｇ級

女子－７０ｋｇ級

女子＋７０ｋｇ級
出場なし

赤城　明空 那珂川南３ 大富　耀登 平野１

草場　研太 平野１ 田島　晴斗 二日市１

池田　詩乃 二日市３ 小原　デスティニー 平野１

和久田　凜月 那珂川南２ 小原　デスティニー 平野１

岸本　由愛花 二日市１

池田　詩乃 二日市３ 和久田　凜月 那珂川南２

伊藤　静甫 春日２

伊藤　奈甫 春日１ 石井　海羽 二日市１

高木　パールバティー 平野２

伊津野　美咲 春日南２ 廣田　千里 平野２

新郷　楓佳 春日１


