第 11 回キウイカップ国際少年柔道大会
平成２６年８月３日（日）堺市立大浜体育館大ホールにて、 N.P.O 法人大阪国
際柔道友好会と（公財）堺市教育スポーツ振興事業団の共催による、第１１回キ
ウイカップ国際少年柔道大会を開催いたしました。
大阪府柔道連盟・（公社）大阪府柔道整復師会・大阪府柔道整復師会協同組
合・堺柔道協会の後援を頂き、
堺市長
竹山 修身
副市長 狭間 惠三子
衆議院議員
中山 泰秀
（公財）堺市教育スポーツ振興事業団 スポーツ事業部長 西岡 優則
大阪府柔道連盟理事 長谷川 順重
堺柔道協会
上野十次郎
公益社団法人 大阪府柔道整復師会 理事 玉山 晋治
宝塚医療大学教授 岩田 勝 氏の出席を賜りました
この大会は１年生から６年生までまた５・６年生は体重別男女別で行うも
ので、６２チーム６５５名（外国籍６名含む）の参加者を得て無事盛大に
終えることができました。

平成２６年度第１１回キウイカップ国際少年柔道大会結果
一年生の部
優 勝 橋間 心暖
準優勝 濱田 遥樹
第三位 吉田 征矢
〃 安樂 悠輝
二年生の部
優 勝 岡田
準優勝 中務
第三位 石本
〃
吉田

(二見少年) ハシマ トアイ
(広畑柔道) ハマダ ハルキ
(広畑柔道) ヨシダ セイヤ
(土曜柔道) アンラク ヒサキ

航太郎 (弥刀少年) オカダ コウタロウ
花唯
(二見少年) ナカツカ ハニイ
智也
(富田川)
イシモト トモヤ
乙貴
(広畑柔道) ヨシダイツキ

三年生の部
優 勝 冨田 猛瑠
準優勝 遊川 葵羽
第三位 白金 未桜
〃 菊川 大輝 (黒田庄)

(東海少年) トミタ タケル
(正道館) ユウカワ アオバ
(蟻クラブ) シラカネ ミオ
キクカワ タイキ

四年生の部
優 勝 顕徳 海利
(蟻クラブ) ケントク カイリ
準優勝 畑永澤 慎悟
(望海柔道) ナガサワ シンゴ
第三位 荻野 松太郎 (望海柔道) オギノ マツタロウ
〃 向野 翔大 (望海柔道) ムカイノ ショウタ
五年生 40㎏未満の部
優 勝 北園 隆道
(吹田市)
キタゾノ リュウドウ
準優勝 白金 宏都
(蟻クラブ) シラカネ ヒロト
第三位 宮本 力玖
(二見少年) ミヤモト リク
〃 川野 凌駕 (生駒市)
カワノ リョウガ

五年生 40㎏以上の部
優 勝 大霜 歩 (生駒市) オオシモ アユム
準優勝 山本 悠祥
(二見少年) ヤマモト ユウショウ
第三位 塚本 飛雅
(養気塾)
ツカモト アスマ
〃 馬場 琢成 (吹田市)
ババ タクナリ
六年生 45㎏未満の部
優 勝 吉田 壮汰
準優勝 中西 雄星
第三位 吉形 隆希
〃 足立 一生 (岐心塾)

(姫路中央) ヨシダ ソウタ
(貴志川) ナカニシ ユウセイ
(土曜柔道) ヨシガタ リュウキ
アダチ カズキ

六年生 45㎏以上の部
優 勝 浅田 翔一朗
準優勝 紅谷 駿光
第三位 本田 祥万
〃 谷田 将士 (修道館)

(岬町柔道) アサダ ショウイチロウ
(初柔会西) ベニヤ トシミツ
(二見少年) ホンダ ショウマ
タニダ マサヒト

女子４年生の部
優 勝 横田 ひかり
準優勝 本田 万結
第三位 中西 津希
〃 山内 優萌香

(弥刀少年) ヨコタ ヒカリ
(二見少年) ホンダ マユ
(貴志川)
ナカニシ ツキ
(八尾市) ヤマウチ ユメカ

女子五年生の部
優 勝 奥井 花奈
(正道館) オクイ カナ
準優勝 本田 愛佳
(松江少年) ホンダ アイカ
第三位 谷口 由莉
(増田道場) タニグチ ユウリ
〃 河辺 咲葵 (久保井塾) カワベ サキ
女子六年生の部
優 勝 今村 美優
(初柔会西) イマムラ ミユ
準優勝 大森 朱莉
(初柔会西) オオモリ アカリ
第三位 青木 美保
(門真少年) アオキ ミホ
〃 石田 千尋 (大和高田) イシダ チヒロ

