
第８回ジュニア玉名杯　試合結果 2019年8月25日

選手名 所属 選手名 所属 選手名 所属
16kg 岡本 立志 鳥栖レス 後藤 優羽 髙田道場 竹下 伊織 OBENO
18kg 長田 大和 フェニックス 古村 駿典 髙田道場 三島 伊織 北九州
20kg 松本 カイサー 熊本レス 小西 琉唯人 タイガーキッズ 馬場 大芽 有明レス
+20kg 三島 蒼汰 北九州 小野田 晟大 髙田道場 *** ***
18kg 末平 絆人 都城レス 吉田 一翔 OMURA TOP 加治 誠士郎 OBENO
20kg 松尾 怜咲佑 佐伯ちびっ子 中田 現月 宇城アロー 中田 咲莉 SATSUMA
23kg 田中 麗香 鹿児島レス 板井 結仁 髙田道場 織田 姫華 築上クラブ
+23kg 野口 姫 鹿屋CHAMPION *** *** *** ***
20kg 上瀧 悠聖 鹿島レス 竹下 悠 OBENO 小丸 絢新 徳山チビッ子
22kg 黒木 涼太 フェニックス 清水 大雅 鹿島レス 小西 蓮斗 タイガーキッズ
24kg 奥野 豪心 都城レス 大塚 洋慶 宮崎イースト 下田 和來 南島原
26kg 山内 武竜 都城レス 伊内 翔絃 徳山チビッ子 末平 流空 都城レス
28kg 髙村 衛司 鳥栖レス 松岡 拓海 徳山チビッ子 坂元 杏 鹿屋CHAMPION
31kg 橋本 出雲 OMURA TOP 田島 愛梨 北九州 若林 颯汰 レオキッズ
+31kg 土居 康士朗 今治少年 保永 陽紀 髙田道場 塩見 泰生 築上クラブ
24kg 前原 大晟 都城レス 川崎 綜友 くしまG 齊藤 陽葵 大畠レス
26kg 吉田 天洸 南島原 鶴 大志 都城レス 織田 龍牙 築上クラブ
28kg 恒久 月花 3RINGS 中田 琉愛 SATSUMA 福原 光哉 徳山チビッ子
30kg 山崎 玄稀 徳山チビッ子 井黒 寛太郎 くしまG 大塚 智紀 宮崎イースト
32kg 井手 悠太 三井ラビット 今田 龍 髙田道場 農坂 昇晴 北九州
35kg 伊内 湊音 徳山チビッ子 髙村 一喜 鳥栖レス 辻 晴也 北九州
42kg 吉田 修 吹田市民 寺岡 樹生 佐伯ちびっ子 今村 礼ノ助 熊本レス
49kg 田中 凜香 鹿児島レス 井原 福侍朗 フェニックス 宇都宮 巧 髙田道場
58kg 柏木 彪児 都城レス 加藤 禅士 宮崎イースト 仮屋 翔 鹿児島レス
+58kg 吉田 信太 南島原 *** *** *** ***
28kg 松岡 栄翔 徳山チビッ子 飯田 暁斗 ファイブスター 濵﨑 康太郎 OMURA TOP
30kg 末平 偉楓 都城レス 中元 心哉 大畠レス 平川 双雅 ベスポ
32kg 川崎 堅心 くしまG 恒久 青花 3RINGS 廣中 悠惺 髙田道場
35kg 永石 潤成 鹿島レス 屋敷 路人 都城レス 中田 廉 SATSUMA
38kg 伊内 愛董 徳山チビッ子 裾分 陽也 レオキッズ 森田 雄大 鹿児島レス
42kg 西川 流央 善通寺 安渡 友貴 徳山チビッ子 前原 大輝 都城レス
50kg 吉田 悠耶 OMURA TOP 住吉 智成 徳山チビッ子 久保 颯士朗 東長崎
58kg 河野 功多朗 宮崎イースト 田原 想羅 宮崎イースト 藤瀬 夏唯 鹿島レス
+58kg 矢野 安章 今治少年 村山 風雅 OBENO 山下 隼生 今治少年
23kg 鈴木 菜花 くしまG 川本 あかり 今治少年 谷口 花歩 ファイブスター
26kg 河野 桜子 都城レス 豊原 梨沙 ベスポ 立和田 優愛 鹿屋CHAMPION
30kg 柴田 さくらこ ファイブスター 中村 紅杏 くしまG 国重 心 徳山チビッ子
35kg 宮田 葵 鹿児島レス 黒木 美咲 フェニックス 中元 彩愛 大畠レス
42kg 奥野 心結 都城レス 麻生 希乃華 ベスポ 泉 奏音 奄美ジュニア
+42kg 牧 樹璃 熊本レス 植木 菜月 ベスポ *** ***
28kg 大津 梨愛 有明レス 辻 夢真 北九州 *** ***
31kg 橋本 出雲 OMURA TOP 田島 愛梨 北九州 若林 颯汰 レオキッズ
35kg 宇土 奏美 鹿島レス 豊原 優花 ベスポ 松田 にじ 鹿児島レス
42kg 国重 友 徳山チビッ子 伊知地 麻妃 鹿児島レス 馬場 朱里 有明レス
49kg 平野 蘭季来 佐伯ちびっ子 中島 亜沙美 上熊本レス 脇野 叶音恵 鹿児島レス
+49kg 吉村 琴姫 奄美ジュニア 坂元 理亜 都城レス 川田 莉愛 宇城アロー
35kg 小川 大和 南島原 大田 逢生 築上クラブ *** ***
38kg 怡土 悠馬 鳥栖レス 湯浅 堅斗 ファイブスター 宮原 拓海 ファイブスター
42kg 山下 祈願 ファイブスター 原田 明香 すくも 福冨 将大 OMURA TOP
47kg 前原 晟人 都城レス 安渡 翔 徳山チビッ子 前田 太晟 鳥栖レス
53kg 河野 兼多朗 宮崎イースト 尾西 桜 鳥栖レス 中村 玲偉 徳山チビッ子
59kg 平川 脩雅 ベスポ 末平 海雄 都城レス 木山 樹 タイガーキッズ
66kg 三浦 修矢 鳥栖レス 石田 悠稀 タイガーキッズ 内田 竜成 タイガーキッズ
73kg 井上 輪太郎 タイガーキッズ 中村 響希 鳥栖レス 田原 凌駕 宮崎イースト
85kg 中西 広耀 タイガーキッズ 迫田 優輝 宇城アロー 濵川 龍太 北九州
38kg 齊藤 虹心 大畠レス *** *** *** ***
42kg 橋本 瑚仔 徳山チビッ子 *** *** *** ***
47kg 光谷 真都 ファイブスター 髙橋 桜子 築上クラブ 甲斐 乙羽 有明レス
53kg 平田 琴音 3RINGS 師岡 桃子 北九州 *** ***
59kg 本多 真歩 有明レス *** *** *** ***
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