
第 1２回キウイカップ国際少年柔道大会	 
	 
	 平成２７年８月９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１２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・堺柔道協会の後援を頂き、	 
	 堺市長	 	 	 	 竹山修身	 
	 衆議院議員	 	 中山泰秀	 
（公財）堺市教育スポーツ振興事業団	 理事長	 西	 正博	 
	 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、６６チーム７６１名（外国籍４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２７年度第１２回キウイカップ国際少年柔道大会結果	 
	 
	 一年生の部	 
優	 勝   吉田	 征矢	 	 (広畑柔道)	 	 	 ヨシダ	 セイヤ	 
準優勝   塩山	 晴生	 	 (高石市)	 	 	 	 シオヤマ	 ハルキ	 
第三位   榎村	 隼羽	 	 (八幡柔道)	 	 	 エムラ	 ハヤト	 
  〃     麻田	 紗妃	 	 (秀静館)	 	 	 	 アサダ	 サキ	 
	 
	 二年生の部	 
優	 勝	 下前	 悠和	 	 (ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ)	  	 シモマエ	 ユウト	 
準優勝	 濱田	 遥樹	 	 (広畑柔道)	 	 	 ハマダ	 ハルキ	 
第三位	 吉田	 直輝	 	 (松江少年)	 	 	 ヨシダ	 ナオキ	 
  〃   	 木下	 周祐	 	 (ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ)	  	 キノシタ	 シュウスケ	 
	 
	 三年生の部	 
優	 勝	 吉田  乙貴	 	  (広畑柔道)	 	   ヨシダ	 イツキ	 
準優勝   岡田  航太郎	  (ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ)	  	 オカダ	 コウタロウ	 
第三位   田中  佑哉	 	  (岐阜北)	 	  	  タナカ	 ユウヤ	 
  〃     梶本  涼泰	 	  (ﾌﾞﾚｲｻﾞｰｽﾞ)	  	 カジモト	 リョウスケ	 
	 
	 四年生の部	 
優	 勝	 冨田   猛瑠     (東海少年)    	 トミタ	 タケル	 
準優勝   畑遊川   葵羽   (正道館)	 	     ユウカワ	 アオバ	 
第三位   市谷	 櫂人     (養気塾)	 	     イチタニ	 カイト	 
  〃     松本	 龍聖     (望海柔道)	     マツモト	 リュウセイ	 
	 
	 五年生 40㎏未満の部	 
優	 勝	 顕徳	 海利     (蟻クラブ)	 	   ケントク	 カイリ	 
準優勝   井口	 陽登     (久保井塾)	   	 イグチ	 ハルト	 
第三位   杉本	 気翼     (久保井塾)  	 	 スギモト	 キヨク	 
  〃     山口	 朋彦     (東海少年)  	 	 ヤマグチ	 トモヒコ  	 
	 
	 五年生 40㎏以上の部	 
優	 勝	 出口	 巧馬	 	 (広畑柔道)  	 	 デグチ	 タクマ	 
準優勝   吉田	 紳助	 	 (広畑柔道)	 	 	 ヨシダ	 シンスケ	 



第三位   合屋	 優人	 	 (松江少年)	 	 	 ゴウヤ	 ユウト	 
  〃     澤谷	 魁人	 	 (三林柔道) 	 	  サワタニ	 カイト  	 
	 
	 六年生 45㎏未満の部	 
優	 勝	 景山	 虹希	 	 (三林柔道)  	 	 カゲヤマ	 コウキ	 
準優勝   溝上	 開道	 	 (秀静館)	 	 	 	 ミゾウエ	 カイドウ	 
第三位   文	 銘一	 	 	 (桜井市)	 	 	 	 ムン	 ミョンイル	 
  〃     河野	 沢水	 	 (ﾌﾞﾚｲｻﾞｰｽﾞ) 	 	 カワノ	 タクミ	 
	 
	 六年生 45㎏以上の部	 
優	 勝   大霜	 歩	 	 	 (生駒市)	 	 	 	 オオシモ	 アユム	 
準優勝   馬場	 琢成	 	 (柔剛会)	 	 	 	 ババ	 タカナリ	 
第三位   森岡	 拓也	 	 (弥刀少年)  	 	 モリオカ	 タクヤ	 
  〃     塚本	 飛雅	 	 (養気塾)	 	 	 	 ツカモト	 アスマ  	 
	 
	 女子４年生の部	 
優	 勝	 白金	 未桜	 	 (蟻クラブ)	 	 	 シラカネ	 ミオ	 
準優勝   古谷	 仁美	 	 (弥刀少年)  	 	 フルタニ	 ヒトミ	 
第三位   大久保	 藍	 	 (秀静館)	 	 	   オオクボ	 アイ	 
  〃     新迫	 ゆずみ	 (高石市)   	    シンサコ	 ユズミ	 
	 
	 女子五年生の部	 
優	 勝	 横田	 ひかり	 (弥刀少年)	   	 ヨコタ	 ヒカリ	 
準優勝   山田	 りほ	 	 (弥刀少年)      ヤマダ	 リホ	 
第三位   荒川  清楓	 	  (広畑柔道)	   	 アラカワ	 サヤカ	 
  〃     山内	 優萌香   (八尾市)        ヤマウチ	 ユメカ  	 
	 
	 女子六年生の部	 
優	 勝   松村	 芽衣     (ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ)	  	 マツムラ	 メイ	 
準優勝   奥井	 花奈     (正道館)	 	     オクイ	 カナ	 
第三位   江口	 凜       (ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ)	  	 エグチ	 リン  	 
  〃     杉元	 千賀     (久保井塾)	     スギモト	 チカ	 


