
【第一試合場】

【第三試合場】

12 串園　 海飛 （高山） 久保　 昊大 （天城） 24

10 平井　 晃志 （名瀬） 西田　 裕翔 （国分西） 22

11 小濵　 陽輝 （柔士会） 重吉 凛太朗 （志布志） 23

8 中﨑　 玲央 （双葉） 岩重 　明空 （光武館） 20

9 仮屋　 歩夢 （志布志） 徳永　  　丈 （双葉） 21

6 藤本　 琉偉 （隼人） 齊藤　　  聖 （隼人） 18

7 岩山　 優辰 （天城） 永田 　真輝 （加治木） 19

4 山田　 日向 （米倉） 大石田 鉄心 （川内柔心会） 16

5 吉武 　海翔 （三笠） 木幡　 祐大 （志布志） 17

13

2 須川　    蓮 （天城） 新西　 康生 （山川） 14

3 鎌田 　馨汰 （双葉） 濱之上 晴純 （三笠） 15

６年男子５０ｋｇ超級

1 外園　 海晴 （光武館） 北原　 尚歩 （太陽）

６年男子５０ｋｇ級

1 原田 亜莉斗 （光武館）

宮本 　郡志 （吹上） 19

3 薄窪　 恭平 （志布志） 山田　 祐生 （国分西）

東　　　正悟 （加治木） 18

2 大迫　 　　蓮 （吹上）

落合　 隼知 （末吉） 22

6 宮地 　粋瑠 （大姶良） 冨森  力魂斗

20

4 山田　 楓斗 （隼人） 西川　    響 （　里　） 21

5 室田　 宝成 （末吉）

久志    　充 （名瀬） 25

9 平　　  範幸 （南種子） 山口　 泰雅

（隼人） 23

7 岩下　 綱心 （川内柔心会） 笹原　　  翔 （青雲） 24

8 清水　 健伸 （坊津学園）

前田　 惟徳 （柔武館） 28

12 中野　 瑛太 （柔武館） 義田　 朔也

（光武館） 26

10 浦門　 天真 （双葉） 長田 　青翔 （南種子） 27

11 吉村 　誠心 （柔心館）

小倉    　昇 （かわなべ） 31

15 村山 　和葉 （米倉） 野元　 翔太

（天城） 29

13 権現領 泰志 （国分柔友会） 上    　修平 （忠氣） 30

14 山神 　廣輝 （青雲）

永栄　 優賢 （柔心館） 34

（川内柔心会） 32

16 若松 　幹生 （国分西） 三浦　    廉 （太陽） 33

17 前田　 陸人 （天城）



【第二試合場】

【第二試合場】

9 宮脇　 知暉 （野田）

7 馬場　 瑛大 （　里　） 中原　 珀斗 （日当山柔和会） 16

8 万福　 健心 （隼人） 坂井　 陽翔 （振武館） 17

5 徳永   絆里 （黒潮柔友会） 高倉　　  庵 （姶良） 14

6 久保田 大史 （振武館） 福永 　琉心 （柔心館） 15

3 坂口　 奏人 （加世田） 森　    暖流 （坊津学園） 12

4 田中 　瑛斗 （太陽） 高岡 　悠哉 （青葉） 13

5年男子45ｋｇ超級

1 河野　 伊吹 （米倉） 永井　 直仁 （隼人） 10

2 塗木 　達人 （柔心館） 仮屋　 宏将 （加世田） 11

25 牛嶋　 康太 （黒潮柔友会） 寺原　 雅人 （南星館） 50

五反田 瑠聖 （かわなべ） 51

23 野中　 政獅 （加世田） 坂口 　玲人 （三笠） 48

24 栄　    修斗 （名瀬） 吉峯　 寛汰 （吹上） 49

21 栗野　 煌琉 （坊津学園） 馬場　    望 （　里　） 46

22 橋元　    百 （出水） 井上　 拳斗 （柔心館） 47

19 石原　 瑛斗 （三笠） 満重　 　攻 （志布志） 44

20 今村　 圭吾 （振武館） 中村　  咲人 （米倉） 45

17 鳥越　 千慈 （かわなべ） 塩田　 海稀 （青雲） 42

18 曽原 宏之助 （青雲） 濵山 　康輔 （修道館） 43

15 春山　 大空 （天城） ﾌﾗﾝｼｽ墨王輝ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ （南種子） 40

16 大迫　 優心 （国分柔友会） 川畑　 陽上 （名瀬） 41

13 中道 　孔貴 （南星館） 冨田　 虹希 （正道館） 38

14 黒葛　 真志 （吹上） 岩山　 景辰 （天城） 39

11 柳田 　陽向 （南種子） 西　    貞信 （忠氣） 36

12 吉元 　悠神 （隼人） 鳥原    　健 （青雲） 37

9 竹田 　快晴 （出水） 田上    　朗 （野田） 34

10 救仁郷 湧斗 （志布志） 浦門   大雅 （姶良） 35

7 宮久保麟太朗 （光武館） 大重 祐之信 （出水） 32

8 後藤　 大昇 （　里　） 名越 　佑利 （南種子） 33

5 上之園 　観 （青葉） 長野　 海翔 （黒潮柔友会） 30

6 吉井　 剛毅 （正道館） 成松　　　空 （県武館） 31

3 附田 　凰雅 （　内　） 東福    獅央 （隼人） 28

4 荒垣 　駿介 （柔士会） 中野　 煌太 （柔士会） 29

5年男子45ｋｇ級

1 中丸 　玲旺 （柔心館） 小山田 琉太 （柔心館） 26

2 鬼塚 晴瑠太 （米倉） 米澤　 伊織 （双葉） 27
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18 藤  　　海琉 （双葉） 才田　 煌星 （出水） 37

19 藤田 羅維音 （姶良）

16 上東 　侑平 （加世田） 永田 　晴基 （坊津） 35

17 福永 　瑛士 （柔心館） 大久保  健 （日当山柔和会） 36

14 前原　 愛樹 （指宿） 川畑 　楽翔 （柔心館） 33

15 瀬戸　 彪我 （出水） 田之上 仁也 （南星館） 34

12 平野　 晴也 （青雲） 中﨑　 歩夢 （双葉） 31

13 名越 　夏馬 （南種子） 中薗　 辰明 （かわなべ） 32

10 橋元 　拓斗 （末吉） 上東 　昊平 （加世田） 29

11 上 　　 裕紀 （忠氣） 永田 颯優斗 （青葉） 30

8 松原　 陽絃 （出水） 川畑 　龍翔 （柔心館） 27

9 小牧 　禮仁 （姶良） 茅野　 武志 （枕崎） 28

6 丸田　 海翔 （志布志） 串園 　瑛翔 （高山） 25

7 小倉 　龍真 （かわなべ） 濵田 　真輝 （野田） 26

4 茶屋道 亮太 （枕崎） 堀添 　将瑛 （光武館） 23

5 大迫  　　力 （高山） 小園 　琉成 （指宿） 24

2 長田 　健成 （双葉） 高倉 　　誉 （姶良） 21

3 坂口 　巧人 （加世田） 佐藤　 瑠生 （川内柔心会） 22

４年男子４０ｋｇ級

1 佐藤　 真幸 （国分柔友会） 土屋　 洸翔 （　内　） 20

４年男子４０ｋｇ超級

1 下園　 海舵 （川内柔心会）

15

3 新居田 大翔 （姶良） 面髙　 琉成 （高山） 16

尾辻 　鷲朋 （姶良） 14

2 二宮　 琉樹 （米倉） 長田　 怜翔 （南種子）

（修道館） 17

5 村上　 愛斗 （出水） 厚地　 優輝 （国分柔友会） 18

4 名ヶ迫 蒼空 （光武館） 萩原　 颯馬

（かわなべ） 19

7 末吉 　海翔 （青雲） 岩下 　優心 （川内柔心会） 20

6 内村　 浩人 （修道館） 東     　琉海

（正道館） 21

9 松元　 雄志 （国分柔友会） 堀添 　羚瑛 （光武館） 22

8 上内侍 瑠稀 （高山） 福盛 　泰斗

（南星館） 23

11 鶴窪　 孝介 （吹上） 秋元 　綾平 （山川） 24

10 山下　 大翔 （末吉） 金井 　龍迅

（米倉） 25

13 村永 　瀬凪 （南星館） 山口 竜ノ助 （末吉） 26

12 小森園龍之介 （太陽） 河野 　蓮理



【第四試合場】

【第四試合場】

5 田畑　 美優 （志布志） 石原　 南音 （　里　） 10

3 福田　 佳穂 （高山） 上田　 天夢 （志布志） 8

4 藤﨑 明日菜 （双葉） 松元　 華凛 （国分柔友会） 9

６年女子４５ｋｇ超級

1 福崎　    夢 （正道館） 折尾　 眞利 （加世田） 6

2 山元　 夏姫 （姶良） 薗田　 夏妃 （県武館） 7

7 福德    　流 （青葉） 岩永　 留実 （川内柔心会） 15

8 丸田　 美海 （志布志） 菊浦 　美彩 （米倉） 16

5 西       優月 （出水） 小浜　 結菜 （青葉） 13

6 中村　 珠歌 （山川） 田口 香里奈 （県武館） 14

3 松原　 凛音 （米倉） 長尾　    凪 （志布志） 11

4 竹山 　怜那 （三笠） 法島　    驍 （名瀬） 12

６年女子４５ｋｇ級

1 岡元　 遥樺 （柔心館） 山﨑      柚 （隼人） 9

2 田畑 　結那 （大姶良） 福ヶ迫ゆづは （山川） 10
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【第四試合場】
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【第四試合場】

3 永栄　 陽璃 （柔心館） 中村　 優心 （黒潮柔友会） 7

4 立神 　愛環 （光武館） 稲付 菜々子 （志布志） 8

４年女子３５ｋｇ超級

1 福　 亜麻美 （天城） 中野 愛美莉 （柔武館） 5

2 岩井　 瑠南 （出水） 飯塚　 心海 （野田） 6

9 渡辺 　愛由 （南種子） 山元　 弥生 （姶良） 18

権現領 妃菜 （国分柔友会） 19

7 今西　 悠馨 （柔心館） 中俣　 来夏 （大姶良） 16

8 小濵 　ひな （柔士会） 田口　 優奈 （県武館） 17

5 田畑　 優花 （志布志） 吉永　 理音 （柔心館） 14

6 清水　 怜咲 （坊津学園） 竹之内 美緒 （　内　） 15

3 厚ヶ瀬 陽依 （光武館） 黒葛　 彩々 （吹上） 12

4 春園　 心音 （南星館） 川久保 ひな （指宿） 13

４年女子３５ｋｇ級

1 吉村　 真心 （柔心館） 鶴ケ崎 ゆな （光武館） 10

2 山田　 真咲 （南種子） 山田　    葵 （米倉） 11

6 沖山　 そあ （県武館） 永田平 若紗 （三笠） 13

7 中薗 　栞那 （川内柔心会）

4 大久保 京香 （柔士会） 鮫島　 実柚 （柔心館） 11

5 西川 　瑠南 （加治木） 平川 　麗奈 （太陽） 12

2 作井    　心 （青葉） 浜川 万里奈 （国分西） 9

3 吉村　 心希 （南星館） 松元　 杏奈 （修道館） 10

福　  佳莉奈 （双葉） 11

５年女子４０ｋｇ超級

1 前田　 海来 （天城） 増山　 椛暖 （加治木） 8

4 山田　 愛莉 （南星館） 津曲 　唯香 （光武館） 9

5 久木原 明菜 （双葉） 尾野　 花凜 （山川） 10

2 長瀬　 優奈 （米倉） 吉永　 和夏 （県武館） 7

3 須田 玲央奈 （末吉） 茅野　 真琴 （枕崎） 8

５年女子４０ｋｇ級

1 西郷　 理央 （柔心館道場） 柳田　 千寿 （黒潮柔友会） 6


