
平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度マルちゃんマルちゃんマルちゃんマルちゃん杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会　　　　小学生小学生小学生小学生のののの部部部部

 東京武道館 東京武道館 東京武道館 東京武道館

神奈川県

愛媛県 棟田武道館 15 31 太宰府少年武道会 福岡県

和歌山県 九度山柔道クラブ 16 32 小川道場

青森県

東京都 春日柔道クラブ 13 29 宇摩柔道会 愛媛県

愛知県 羽田野道場 14 30 鶴田町柔道少年団

北海道

福岡県 東福岡柔道教室 11 27 愛柔会 神奈川県

北海道 尚志館當摩道場 12 28 札大ジュニアＪＵＤＯクラブ

大阪府

青森県 五所川原柔道少年団 9 25 白根柔道連盟鳳雛塾 新潟県

千葉県 山武成柔会 10 26 ミキハウス柔道教室

福岡県

秋田県 小友唯心塾 7 23 正木道場 和歌山県

北海道 柳柔会高畑道場 8 24 大刀洗豪武館

広島県

富山県

山口県 中家塾 5 21 舟川柔道塾 埼玉県

千葉県 植村塾 6 22 津沢柔道スポーツ少年団

福岡県 脩柔舘山内道場 4 20 有朋柔道塾

平成26年9月15日平成26年9月15日平成26年9月15日平成26年9月15日

神奈川県 朝飛道場 1 17 松前柔道塾 東京都

岐阜県 羽島柔道少年団 2 18 池田柔道少年団

滋賀県 清心館 3 19 剛柔舘藤田道場 青森県

北海道



平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度マルちゃんマルちゃんマルちゃんマルちゃん杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会　　　　中学生女子中学生女子中学生女子中学生女子のののの部部部部

 東京武道館 東京武道館 東京武道館 東京武道館

福岡県

北海道 札幌市手稲柔道少年団 7 15 国士舘中学校 東京都

東京都 帝京中学校 8 16 久留米市立田主丸中学校

富山県

高知県 香長中学校 5 13 鶴田町立鶴田中学校 青森県

和歌山県 湯浅町立湯浅中学校 6 14 射水市立小杉中学校

埼玉県 新井道場 4 12 北区体育館少年少女柔道クラブ

福岡県 沖学園中学 2 10 野坂中学校

秋田県 男鹿東中学校 3 11 埼玉栄中学校

愛知県 大成中学校 1 9 広陵町立広陵中学校

平成26年9月15日平成26年9月15日平成26年9月15日平成26年9月15日

広島県

奈良県

北海道

埼玉県



平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度マルちゃんマルちゃんマルちゃんマルちゃん杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会杯全日本少年柔道大会　　　　中学生男子中学生男子中学生男子中学生男子のののの部部部部

 東京武道館 東京武道館 東京武道館 東京武道館

青森県 五所川原第一中学校 24 48 埼玉栄中学校 埼玉県

和歌山県 正木道場 23 47 青森山田中学校 青森県

東京都 足立学園中学校 22 46 北区体育館少年少女柔道クラブ 北海道

茨城県 つくばユナイテッド柔道 21 45 北九州市立白銀中学校 福岡県

鹿児島県 鹿屋東中学校柔道部 20 44 松山市立西中学校 愛媛県

岐阜県 岐阜西柔道クラブ 19 43 平塚市立浜岳中学校 神奈川県

神奈川県 相模原市立相原中学校 18 42 神戸市立西代中学校 兵庫県

山形県 山辺町立山辺中学校 17 41 修徳中学校 東京都

北海道 東海大学付属第四高校中等部 16 40 内灘町立内灘中学校 石川県

長野県 誠心館道場 15 39 標茶柔道スポーツ少年団 北海道

高知県 和田道場 14 38 北九州市立曽根中学校 福岡県

福岡県 北九州市立大蔵中学校 13 37 熊野東中学校 広島県

兵庫県 姫路市立灘中学校 12 36 旭川市立永山中学校 北海道

香川県 高松太田中学校 11 35 久留米市立田主丸中学校 福岡県

北海道 函館柔道スポーツ少年団 10 34 一枚岩道場 愛知県

東京都 興本扇学園足立区立扇中学校 9 33 安田学園中学校 東京都

熊本県 熊本市立天明中学校 8 32 秋田市立御野場中学校 秋田県

福島県 会津坂下町立坂下中学校 7 31 天理中学校 奈良県

栃木県 足利市立第一中学校 6 30 宇部市立常盤中学校 山口県

北海道 北見なかざわ塾 5 29 文京区立第一中学校 東京都

広島県 野坂中学校 4 28 京都市立藤森中学校 京都府

京都府 京都学園中学校 3 27 國學院大學栃木中学校 栃木県

平成26年9月15日平成26年9月15日平成26年9月15日平成26年9月15日

福井県 福井工業大学附属福井中学校 2 26 いわき柔道スポーツ少年団 福島県

東京都 国士舘中学校 1 25 大成中学校 愛知県
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