
女子-57kg

女子-63kg

女子-70kg

女子-78kg

県大会新人戦シード順位決定戦

女子-48kg

女子-52kg

※無差別級のシード順位決定戦は勝敗の結果によって、追加の試合があり得る。また本戦で直接対決のあった対戦については

　本戦の結果を採用する。

小松

城所

村松

内田

松井

加藤

大石

羽田野

大石

加藤 愛 碧南

小松 麗那 愛産大三河

中田 姫菜子 時習館

2

尾崎 尚杜 愛産大三河

2大石 美空 桜丘

堀 颯希 豊田南

近藤

長谷川

山市

村松

小松 麗那 愛産大三河

大石 美空 桜丘

中田 姫菜子 時習館

6

西尾 祐真 愛産大三河

男子無差別

1 小松 麗那 愛産大三河

一色 4

4

2 岡野 彩香 三好 小島 加奈恵 豊橋南 5

1 鈴木 優 刈谷北 内田 美愛 愛産大三河

谷石 斗亜

1 近藤 実苗 愛産大三河 黒木 遥香

7 城所 海帆 桜丘

西尾 12

6 寺川 琴 一色 村松 奈央 桜丘 13

5 小池 佑季 豊橋商業

加藤 愛 碧南

松田 旦妃

長谷部 利尚 刈谷工業

8

第6試合場
男子-73kg 19～36
男子-100kg 10～17
女子-52kg 8～13
女子-63kg 1～7

6. 試合組み合わせ表

岩津 7

刈谷北 11

3 古居 紘佳 時習館 井口 くれあ

伊藤 優里

豊橋中央 10

2 野村 真由 刈谷北 河波 くらら 岡崎 9

5 松井 こゆ紀 豊橋中央

シード順位決定戦

第68回全三河高等学校体重別柔道大会

1. 日　　　時　　平成29年11月19日(日) 午前10:00
2. 会　　　場　　蒲郡市武道館　柔道場
3. 主　　　催　　愛知県高等学校体育連盟東西三河支部柔道部

第2試合場
男子-66kg 1～23
男子-81kg 1～13
男子+100kg 1～3

第3試合場
男子-73kg 1～18
男子-100kg 1～9
女子-52kg 1～7
女子-57kg 1～7

1 福来 歩乃佳 三好

4. 大会規定
            1　試合は国際柔道連盟試合審判規定による。
　　　　　　2　試合時間は3分とする。ゴールデンスコアは無制限とする。
　　　　　　3　全試合ゴールデンスコアを適用。
　　　　　　4　体重計測は9:00～9:40とする。

5. 試合会場

古居 阿佑子 西尾東

第4試合場
男子-60kg 31～60
男子-90kg 7～12
女子-48kg 6～9

第5試合場
男子-66kg 24～47
男子-81kg 14～26
男子+100kg 4～6

本部

第1試合場
男子-60kg 1～30
男子-90kg 1～6
女子-48kg 1～5

8

4

シード順位決定戦

城所 海帆 桜丘 大屋 絵里乃 三好

1 舘野 夏嬉 愛産大三河 大屋 絵里乃 三好

古居 阿佑子 西尾東

4 神谷 早紀 岡崎北

松井 こゆ紀 豊橋中央

谷口 美音 碧南 古賀 夕葵 桜丘 9

2 尾田 真慧 安城

愛産大三河山市 美穂

関 千晴

3 大西 未知翔 岩津

7

安藤 友結 豊橋中央 5

シード順位決定戦

三好 6

豊丘 7

石黒 芹奈

村松 早恵

岡田 桃佳 国府

赤谷 桜 桜丘 白井 まゆみ 豊橋中央 6

長谷川 咲

岡崎北 村松 早恵 豊丘

2 谷石 斗亜 岡崎北

桜丘

3

3

中田 姫菜子 時習館

羽田野 祥吾 桜丘

女子無差別

シード順位決定戦

赤谷 桜 桜丘 内田 美愛 愛産大三河

中崎 勢斗 愛産大三河

1



=IFERROR(VLOOKUP(RC[-1],男子名簿!R2C13:R256C15,3),"")

萩尾

山本

柴田

田村

愛産大三河永田 大地

三好細川 竜誠

萩尾 郁哉 愛産大三河

山本 直樹 愛産大三河

-66kg シード順位決定戦

-60kg シード順位決定戦

豊田高専

53

54

安城農林 52

豊田工業 51

男子-60kg 男子-66kg

17 太田　楓吾 西尾 船倉 聡晃

11 丸山 到流 豊川工業 小長野 翔一

9 兵頭 竜太郎 岡崎工業 小笠原 俊

7 上別府 龍水 新城東

40

柘植 聖也 高浜 4118 後藤 史生 豊田工業

愛産大三河

38

16 後藤 大季 岡崎工業 松下 耕大 豊橋中央 39

15 渡邉 晴天 豊橋工業 山中 尚玄 三谷水産

36

14 浜辺 龍之介 刈谷北 林 洋匡 新城東 37

13 村田 達哉 豊橋中央 細川 竜誠 三好

34

12 小林 丈流 一色 山下 浩太郎 国府 35

豊橋商業 32

10 上甲 政太朗 豊田西 鈴木 祐真 一色 33

小寺 丈 岡崎工業 30

8 古市 晴己 三好 松本 伝助 西尾 31

5 北岡 賢英 高浜 柴田 輝騎 豊橋中央 28

6 黒川 健太 豊田工業 若月 泰源 豊田工業 29

3 奥平 真弘 海陽中等教 山口 優 豊橋西 26

4 大野 恭典 豊橋中央 加藤 隆人 西尾東 27

1 山本 直樹 愛産大三河 太田 篤希 愛産大三河 24

2 小川 武流 豊田高専 久保地 猛史 岩津 25

永田 大地 愛産大三河 31

2 竹内 類翔 豊橋中央 加藤 雅也

1 萩尾 郁哉 愛産大三河

豊橋工業 32

4 佐藤 友紀 三好 小野 颯大 あいち情報 34

3 熊井 陸 豊田西 宮戸 優輔 豊田工業 33

原田 大 岡崎 35

6 片桐 功太郎 豊橋工業 市川 涼太

5 山田 隼大 海陽中等教

岡崎北 36

8 三浦 恵太 安城農林 岩月 健紘 安城 38

7 安部 紘生 豊田工業 山田 健登 海陽中等教 37

39

10 草深 力人 岡崎 杉本 堅

9 小嶋 洸輝 豊橋工業

岩津 40

室木 涼汰 新城東

12 梶野 虎太郎 岡崎工業 金子 柊 岡崎工業 42

11 朝倉 拓己 豊橋南 藤本 健太 高浜 41

14 鳥居 諒也 岡崎北 土田 辰吉

13 金井 練二 一色

16 檜野 颯次郎 鶴城丘 鈴木 晧大 一色 46

15 水谷 拓也 新城東 岡田 刀樹 豊橋中央 45

18 福尾 誠人 愛産大三河 大村 進

17 三浦 佑馬 海陽中等教 下村 有眞

20 犬塚 雄大 岡崎工業 木村 心哉 三好 50

19 松下 佳樹 豊橋中央 和田 朋己 豊橋工業 49

22 柴田 生吹 岡崎 嶋 晟輝

21 當間 圭太 碧南工業 寺地 広祐

23 佐々木 裕史 豊橋工業 桂原 ジョン 豊橋中央

24 宮田 宗和 岡崎工業 西原 悠人 西尾

海陽中等教 47

岡崎工業 48

藤井 慎人 渥美農業 43

三好 44

25 豊嶋 毅耀 海陽中等教 山森 風芽 新城東 55

26 村田 裕基 豊川工業 尾藤 幸星 豊野 56

27 浅井 大輔 西尾 大矢 武琉 豊橋工業 57

28 加藤 雄大 岩津 小笠原 鶴斗 愛産大三河 58

29 吉澤 弘紀 豊野 本田 峻也 刈谷北 59

30 原田 烈華 桜丘 田村 幸也 桜丘 60

19 大羽 俊輔 時習館 竹内 隆登 岡崎 42

20 岡田 直也 岩津 山本 桂詳 時習館 43

21 岡田 知駿 三好 松枝 大雅 一色 44

22 岩長 錬 豊田南 西川 大喜 刈谷北 45

23 柴田 雅也 桜丘 清山 治希 豊野 46

志賀 寛度 桜丘 47



金原

羽田野

二宮

8 趙 云洋 豊野

熊谷 健汰 豊橋中央

2 金原 光輝 三好

丹羽 将大 安城 吉田 奨 高浜 16

加納 光年 岡崎工業 15

武田 智紀

10

2 鈴木 凜大 鶴城丘

増山 慶吾 豊橋南 6

7

羽田野 祥吾 桜丘 17

12

4 林 誠也 豊田南

新城

13

6 伊藤 滉希 高浜

3

9

4

桜丘 2613 石田 航大 豊川工業 荻野 王昇

高浜 24

12 髙須 健斗 碧南 毛受 直也 安城農林 25

4 新美 元基 安城 中北 将登 高浜 10

6 荒木 一尭 桜丘 小林 空 桜丘 12

5 中川 幸音

2 伊賀 浩志朗 渥美農業 松浦 圭祐 岡崎工業 8

3 堀 颯希 豊田南 城下 尚輝

堀

渥美農業 9

愛産大三河 長谷部 利尚

5 山本 青空

シード順位決定戦

渥美農業 長嶋 悟 時習館 11

荒木

刈谷工業 7

11

1 尾崎 尚杜 愛産大三河 田中 リュウ

菊池 太陽 豊田工業 5

1 中崎 勢斗 愛産大三河 西尾 祐真 愛産大三河

豊田南 14

大澤

中崎

桜丘

あいち情報

足立

11 長谷 慎之介 刈谷工業 市古 大輝

豊橋中央 31

新城東 29

大澤 郁登 豊橋中央

碧南 22

10 二宮 龍凱 三好 宮里 泰河 豊田工業 23

9 梶原 一真 豊橋南 竹下 義忠

一色 20

8 戸村 亨 一色 峠 宣孝 豊橋中央 21

7 市地 福太郎 海陽中等教 遠藤 大貴

刈谷工業 18

6 杉本 潤哉 豊田高専 熊崎 凌 豊橋工業 19

5 桜井 敦基 岡崎 舟越 一矢

豊川工業 16

4 山下 海也 一色 安野 准一 愛産大三河 17

3 武井 颯人 岡崎工業 岩浪 一輝

豊田高専 14

2 小松 大輝 豊橋中央 高松 康成 三好 15

1 榊原 侑輝 愛産大三河 鈴木 信吾

西片 寛生 愛産大三河 杉江 眞弦 一色 32

13 鈴木 翔 豊橋工業 土屋 翔平

12 小久保 亮哉 豊野 鈴木 大登 刈谷工業 30

11 宮本 大陸 成章 本井 凱斗

時習館 27

10 田中 友隆 三好 遠山 大貴 豊田南 28

9 田代 カイキ 桜丘 仲川 晴斐
及部

岡崎工業 25

8 神谷 仁 刈谷北 黄川田 光希 三好 26

7 大原 玄嗣 岡崎 堀 翔太

三谷水産 23

6 鈴川 裕斗 新城 稲垣 翔太 高浜 24

5 鈴木 龍我 豊橋中央 磯貝 海斗

愛産大三河 杉浦 凜汰郎

豊田南 21

4 早川 彦貴 高浜 鈴木 嘉人 愛産大三河 22

3 山口 翔梧 刈谷工業 山本 聖輝

男子-81kg

男子-100kg

男子+100kg

男子-73kg

男子-90kg

シード順位決定戦

足立 知由 桜丘 杉浦 凜汰郎 碧南

碧南 19

2 大岩 功汰 豊川工業 川北 雄二朗 海陽中等教 20

1 榎並 弘征

桜丘

金原 光輝 三好

成章 33

16 森崎 大和 高浜 清水 俊輔 愛産大三河 34

15 岡田 泰伸 時習館 岡本 康平

豊田工業 35

18 足立 知由

1

荒木 一尭 桜丘 小林 空 桜丘

シード順位決定戦

二宮 龍凱 三好

及部 健太朗 桜丘 36

17 太田 輝 岡崎工業 矢野 聖和

3 奥村 由輝

増田 陸矢

14

遠藤 大貴 一色

シード順位決定戦

熊谷 健汰 豊橋中央 大澤 郁登 豊橋中央

シード順位決定戦

三好

淺井 靖政

高浜

伴野 太海 渥美農業

鳥居 康平



1位 2位 3位 3位
60 桜丘高校 30 桜丘高校 1 愛産大三河高校 31 愛産大三河高校 桜丘高校 桜丘高校 愛産大三河高校 愛産大三河高校

田村 幸也 原田 烈華 萩尾 郁哉 永田 大地 田村 幸也 原田 烈華 萩尾 郁哉 永田 大地
23 桜丘高校 24 愛産大三河高校 1 愛産大三河高校 36 三好高校 桜丘高校 愛産大三河高校 愛産大三河高校 三好高校

柴田 雅也 太田 篤希 山本 直樹 細川 竜誠 柴田 雅也 太田 篤希 山本 直樹 細川 竜誠
36 桜丘高校 1 愛産大三河高校 18 桜丘高校 19 碧南高校 桜丘高校 愛産大三河高校 桜丘高校 碧南高校

及部 健太朗 榎並 弘征 足立 知由 杉浦 凜汰郎 及部 健太朗 榎並 弘征 足立 知由 杉浦 凜汰郎

1 愛産大三河高校 14 豊田工業高等専門学校 10 三好高校 20 一色高校 愛産大三河高校 豊田工業高等専門学校 三好高校 一色高校

榊原 侑輝 鈴木 信吾 二宮 龍凱 2 遠藤 大貴 榊原 侑輝 鈴木 信吾 二宮 龍凱 遠藤 大貴

3 豊田南高校 7 刈谷工業高校 6 桜丘高校 12 桜丘高校 3 桜丘高校 1 豊田南高校 5 愛産大三河高校 5 愛産大三河高校

堀 颯希 長谷部 利尚 荒木 一尭 小林 空 2 羽田野 祥吾 2 堀 颯希 2 中崎 勢斗 4 西尾 祐真
17 桜丘高校 1 愛産大三河高校 11 豊橋中央高校 9 豊橋中央高校

羽田野 祥吾 尾崎 尚杜 大澤 郁登 熊谷 健汰

1 愛産大三河高校 4 愛産大三河高校 2 三好高校 1位 2位 3位 3位
中崎 勢斗 西尾 祐真 金原 光輝 愛産大三河高校 三好高校 豊橋中央高校 西尾東高校

山市 美穂 福来 歩乃佳 松井 こゆ紀 古居 阿佑子

桜丘高校 愛産大三河高校 桜丘高校 三好高校

村松 奈央 舘野 夏嬉 城所 海帆 大屋 絵里乃

8 愛産大三河高校 1 三好高校 5 豊橋中央高校 6 西尾東高校 愛産大三河高校 一色高校 豊丘高校 岡崎北高校

山市 美穂 福来 歩乃佳 松井 こゆ紀 古居 阿佑子 近藤 実苗 黒木 遥香 村松 早恵 谷石 斗亜

# 桜丘高校 1 愛産大三河高校 7 桜丘高校 8 三好高校 桜丘高校 刈谷北高校 愛産大三河高校 桜丘高校

村松 奈央 舘野 夏嬉 城所 海帆 大屋 絵里乃 長谷川 咲 鈴木 優 内田 美愛 赤谷 桜

1 愛産大三河高校 4 一色高校 7 豊丘高校 2 岡崎北高校 3 桜丘高校 1 碧南高校 3 愛産大三河高校 1 時習館高校

近藤 実苗 黒木 遥香 村松 早恵 谷石 斗亜 2 大石 美空 2 加藤 愛 4 小松 麗那 4 中田 姫菜子

7 桜丘高校 1 刈谷北高校 4 愛産大三河高校 3 桜丘高校

長谷川 咲 鈴木 優 内田 美愛 赤谷 桜

1 碧南高校 2 時習館高校

加藤 愛 中田 姫菜子

2 桜丘高校 1 愛産大三河高校

大石 美空 小松 麗那
-78kg

+78kg

優勝 2位 3位3位

優勝 2位 3位

-52kg

+100kg

-81kg

-60kg

-63kg

-57kg 無差別

-63kg

-70kg

-48kg

女子個人 -52kg

-48kg -57kg

3位

-81kg

-90kg 無差別

-100kg
女子

-60kg

-66kg -66kg

-73kg -73kg

男子個人 男子

試合結果報告書
報告責任者:高体連柔道部西三河支部支部長　　竹市　慈俊

第68回全三河高等学校体重別柔道大会
1. 日　　　時　　平成29年11月19日(日) 午前10:00
2. 会　　　場　　蒲郡市武道館　柔道場
3. 主　　　催　　愛知県高等学校体育連盟東西三河支部柔道部

県大会新人戦各階級シード順位

1月に行われる県大会新人戦の各階級シード順位は以下の通りである。


