
平成26年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　組み合わせ 平成26年8月25日

氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

1 梅北　亘 近畿(京都) 京都共栄学園高校3年

2 丹　智広 東北(秋田) 秋田高校1年

4 安喰裕一郎 関東(栃木) 白鷗大学足利高校3年

3 中山　開斗 東京 足立学園高校3年

5 馬場　元気 東京 岩倉高校1年

6 鈴木　悠平

8 勝野　肇章 東海(岐阜) 中京高校3年

近畿(大阪) 大阪体育大学2年

7 福地　椋河 九州(佐賀) 龍谷高校2年

9 小野　善樹 中国(岡山) 玉野光南高校3年

10 樋口　裕大 東京 足立学園高校2年

11 長谷川一八 近畿(大阪) 清風高校2年

12 宮内　裕也

14 加藤　唯人 東海(静岡) 加藤学園高校3年

関東(千葉) 了德寺大学1年

13 甲斐　拓海 九州(熊本) 秀岳館高校3年

15 巣山　太智 北信越(長野) 松本第一高校3年

16 内田　海翔 関東(千葉) 習志野高校1年

17 永倉　壽 東京 明治大学附属中野高校2年

18 松原　亮太 四国(愛媛) 新田高校2年

19 牧山　力也 北海道 東海大学付属第四高校2年

1 林　浩平 東京 国士舘大学2年

2 市村　和志 北信越(新潟) 豊栄高校3年

3 仲埜　逸平 近畿(大阪) 大阪産業大学2年

4 村上　貴洋 九州(長崎) 長崎東高校2年

東北(青森) 弘前大学1年

5 藤阪　泰恒 東京 足立学園高校3年

9 舘坂　将矢

6 古屋　翔 中国(広島) 崇徳高校2年

近畿(奈良) 天理大学1年

7 宮川　太暉 関東(茨城) 筑波大学1年

8 林　隼輝

10 田中　崇晃 関東(茨城) 筑波大学2年

四国(徳島) 阿波高校3年

11 秋元　浩樹 東京 明治大学2年

15 大島　拓海

12 中原　諒人 近畿(奈良) 天理大学1年

東海(三重) 四日市中央工業高校3年

13 竹内　文汰 東京 東海大学2年

14 山本　涼平

16 西野　翔 北海道 北海高校3年

九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年

17 山本　達彦 関東(神奈川) 東海大学付属相模高校2年

18 北村　翔

北海道 札幌大学2年

19 青木　大 東京 日本体育大学2年

3 山下　将輝 近畿(大阪) 大阪経済大学1年

1 末木　貴将 関東(茨城) 筑波大学1年

2 岩舘　典毅

4 西山　祐貴 東京 日本体育大学2年

5 浅利　昌哉 東京 東海大学1年

6 大村　知輝

8 中田　嵐 東海(愛知) 愛知大学2年

九州(福岡) 福岡大学2年

7 福岡　克仁 中国(岡山) 関西高校3年

9 関野　晴矢 関東(神奈川) 相洋高校3年

10 阿部一二三 近畿(兵庫) 神港学園神港高校2年

11 高島　衣生 北信越(福井) 福井工業大学2年

12 田川　兼三

14 阿河　虹希 四国(愛媛) 三島高校3年

九州(長崎) 長崎日本大学高校3年

13 野村　尚希 東京 東海大学1年

15 磯田　範仁 東京 国士舘大学1年

16 日野　賢明 東北(宮城) 東北高校3年

17 木戸　清孝 近畿(奈良) 天理大学1年

18 有田竜之介 関東(千葉) 国際武道大学3年

19 長倉　力斗 九州(福岡) 大牟田高校2年

1 山本　悠司 近畿(奈良) 天理大学1年

2 松本　旭 北海道 道都大学1年

3 細木　智樹 東京 国士舘大学2年

4 山本　脩策 九州(福岡) 嘉穂高校3年

近畿(兵庫) 報徳学園高校3年

5 野尻　幸汰 中国(岡山) 作陽高校3年

9 大西　勇気

6 竹中　英士 東京 東海大学1年

関東(山梨) 山梨学院大学2年

7 立川　新 四国(愛媛) 新田高校2年

8 秋元　健吾

10 鳥羽　潤 北信越(長野) 松本第一高校3年

東海(三重) 近畿大学工業高等専門学校

11 岡田　大希 東京 日本体育大学1年

15 前島　圭佑

12 小野　翼 東京 東海大学1年

東北(山形) 羽黒高校3年

13 宮山　翔多 関東(山梨) 山梨学院大学2年

14 武藤　亘輝

16 橋本　涼太 近畿(滋賀) 近江高校2年

東京 東洋大学1年

17 奥　大成 九州(福岡) 大牟田高校3年

18 川下　寛斗

19 竹内　信康 関東(茨城) 筑波大学2年

-60kg-60kg-60kg-60kg -73kg-73kg-73kg-73kg

-66kg-66kg-66kg-66kg-55kg-55kg-55kg-55kg
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3 渡部　匠

東京 東海大学1年

5 金山　天地

東北(山形) 山形工業高校3年

4 青木　雅道

6 山本　幸紀 関東(茨城) 筑波大学2年

九州(宮崎) 宮崎工業高校3年

7 佐々木健志

東京 明治大学1年

9 栃原　徹宏

中国(島根) 平田高校3年

8 岩堀　睦宗

10 渕原　槙一 東京 日本体育大学2年

北信越(福井) 福井工業大学2年

11 三戸　雄生

近畿(大阪) 関西大学3年

2 岡田　友徳

12 鳥居　天凱 近畿(兵庫) 神戸国際大学附属高校3年

四国(高知) 高知高校3年

13 女良　魁斗

関東(茨城) 筑波大学2年

1 尾方　寿應

14 相木　秀斗 北海道 札幌大学3年

近畿(滋賀) 近江高校3年

15 佐藤　正大

東京 東海大学2年

17 天野　拓実

東京 国士舘大学2年

16 北村　翔太

18 手塚　海 関東(神奈川) 桐蔭横浜大学2年

19 田中英二朗

東海(愛知) 桜丘高校3年

1 白川　剛章 北信越(福井) 福井工業大学附属福井高校3年

2 関根　太三

九州(福岡) 東海大学付属第五高校2年

関東(茨城) 筑波大学1年

中国(岡山) 作陽高校3年

4 田北健太郎

九州(鹿児島) 鹿屋体育大学2年

6 岡田　敏武

東京 法政大学1年

5 安達　健太

3 大橋　賢人

7 伊藤　好信 四国(愛媛) 新田高校2年

8 一ノ瀬大暉

関東(神奈川) 東海大学2年

9 向　翔一郎 東京 日本大学1年

10 木下　智貴

近畿(大阪) 近畿大学3年

東海(三重) 四日市中央工業高校3年

関東(神奈川) 桐蔭横浜大学1年

12 堀川　拓哉

東京 東洋大学1年

14 小寺　達

北海道 東海大学付属第四高校3年

13 片桐　章男

11 原田　昌寛

15 具志堅一弘 近畿(奈良) 天理大学2年

16 田中　大勝

近畿(大阪) 関西大学1年

17 古居　頌悟 東京 東海大学2年

19 若林　大作 関東(千葉) 国際武道大学3年

18 近藤　優貴 九州(大分) 国東高校3年

東北(青森) 青森北高校3年

2 一色　勇輝 中国(広島) 近畿大学附属広島高校福山校3年

1 ウルフ　アロン

3 飯田健太郎

推薦(東京) 東海大学1年

5 風間　大歩

東京 国士舘高校1年

4 新添　悠司

6 渡辺　大樹 関東(山梨) 山梨学院大学1年

関東(茨城) 筑波大学2年

7 安田　圭吾

北海道 札幌山の手高校3年

9 山口　智広

東京 明治大学2年

8 大岩　郁弥

10 出口　滋文 四国(香川) 英明高校2年

近畿(奈良) 天理大学2年

11 後藤隆太郎

九州(福岡) 大牟田高校3年

12 町屋　匡樹 東北(青森) 弘前実業高校3年

13 古田　伸悟

東京 慶應義塾大学2年

15 大田　雄祐

近畿(奈良) 天理高校3年

17 斉藤　圭祐

北信越(富山) 小杉高校3年

東海(愛知) 大成高校3年16 川田　修平

14 村上　大樹 東京 日本大学1年

18 村田　大祐 関東(千葉) 東海大学付属浦安高校3年

19 圓山　泰雄

九州(福岡) 福岡大学2年

1 佐藤　和哉 推薦(東京) 日本大学1年

2 大岩　龍介

東京 早稲田大学2年

関東(茨城) 筑波大学2年

中国(岡山) 作陽高校3年

4 桑崎　涼輔

近畿(奈良) 天理大学2年

6 田中　源大

東京 國學院大学2年

5 髙橋　恭平

3 神谷　快

7 梶谷　昌吾 近畿(京都) 同志社大学2年

8 砂田　勇登

推薦(山口) 高川学園高校3年

9 小川　雄勢 東京 修徳高校3年

10 飛松　直樹

東京 国士舘大学2年

四国(香川) 高松商業高校3年

北信越(富山) 小杉高校3年

12 香川　大吾

九州(鹿児島) 鹿屋体育大学2年

14 中西　将太

推薦(広島) 崇徳高校3年

13 明石　将太

11 西川　天

15 山田　伊織 東京 国士舘高校2年

16 今野　慎哉

九州(鹿児島) 明桜館高校3年

17 尾原　琢仁 関東(茨城) 筑波大学2年

19 並木　泰雅 東海(愛知) 大成高校2年

18 影浦　心 推薦(東京) 東海大学1年

北海道 札幌大学2年

+100kg+100kg+100kg+100kg-90kg-90kg-90kg-90kg

-100kg-100kg-100kg-100kg-81kg-81kg-81kg-81kg

20 北山　彰 近畿(京都) 龍谷大学2年

22

23

清水　拓実 東北(秋田)

西尾　徹 近畿(奈良)

秋田工業高校2年

太田　彪雅 関東(栃木) 白鷗大学足利高校2年

児玉　貢輔 東京 明治大学1年

20

21

天理大学1年
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北信越(石川) 北信越柔整専門学校2年

3 安達沙緒里 東京 東海大学2年

1 山内穂乃花 推薦(京都) 京都学園高校3年

2 森川　幸歩

4 岩井　未来 中国(広島) 清水ヶ丘高校1年

5 田﨑ほのか 九州(福岡) 沖学園高校1年

6 喜多　紀香

8 稲毛　渚 関東(埼玉) 淑徳大学2年

近畿(大阪) 長尾中学校3年

7 安部　風花 東京 帝京中学校3年

9 杉原　葉月 東海(愛知) 大成高校3年

松西　夢紀

10 坂口　仁美 関東(千葉) 国際武道大学3年

16

11 小松　涼 近畿(和歌山) 湯浅中学校3年

12

13 金城　有里 九州(沖縄) 沖縄尚学高校2年

14 関谷　明梨 東京 帝京大学2年

四国(愛媛) 三島高校1年

15 堤　詩保 北海道 室蘭柔道連盟

福永　奈菜 中国(山口) 田布施農工高校3年

近畿(京都)

17 五十嵐莉子 関東(神奈川) 浜岳中学校3年

上領　悠月 中国(山口) 高川学園高校3年

18 加賀谷亜実 東北(青森) 木造高校1年

近畿(奈良) 奈良育英高校3年

19 山下　奈緒 近畿(大阪) 近畿大学1年

3 田中　芽生

推薦(東京) 三井住友海上火災保険

2 伴　由梨奈 関東(埼玉) 埼玉栄高校1年

4 小倉　葵 中国(岡山) 創志学園高校2年

関東(神奈川) 桐蔭学園高校1年

5 松尾　美沙 九州(福岡) 福岡大学1年

9 仲田　奈央

6 小山亜利沙 東京 帝京大学1年

四国(愛媛) 三島高校2年

7 上原万智子 北信越(長野) 松商学園高校2年

8 藤山　未来

10 大村　美葵 東京 淑徳高校2年

北海道 東海大学付属第四高校2年

11 渡辺　愛実 東北(宮城) 仙台大学1年

19 橘　叶

12 渡名喜風南 推薦(東京) 帝京大学1年

九州(福岡) 南筑高校3年

13 梅北　眞衣 近畿(兵庫) 夙川学院高校1年

18 大澤沙弥華

14 鈴木　茉莉 東海(静岡) 藤枝順心高校2年

関東(神奈川) 桐蔭学園高校2年

15 宮崎　志保 東京 日本大学2年

16 福島なつき

1 内尾　真子 関東(茨城) 筑波大学1年

2 小石川美優

4 川久保七彩 中国(広島) 広島大学1年

北海道 札幌北斗高校3年

3 吉田　安奈 東京 国士舘大学1年

5 黒木七都美 東海(愛知) 大成高校2年

6 本野　美樹 東京 東海大学2年

7 村上　栞菜 近畿(兵庫) 夙川学院高校2年

8 金子　洋花

10 義村　真由 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年

関東(埼玉) 埼玉大学2年

9 田北明日香 四国(徳島) 徳島北高校2年

11 甫木　実咲 中国(岡山) 環太平洋大学2年

12 飯塚　貴恵 東京 東京学芸大学2年

13 伊藤ななせ 北信越(長野) 松商学園高校2年

14 志戸　章香 近畿(奈良) 添上高校3年

15 前田　千島 九州(鹿児島) 国分中央高校3年

16 毛内　愛穂 東北(宮城) 仙台大学2年

16 荒木穂乃佳 近畿(兵庫) 夙川学院高校2年

17 岡本　理帆 東京 国士舘大学2年

18 古川　榛花 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校2年

18 山河　茉莉

19 石崎　真弥 関東(山梨) 山梨学院大学2年

東海(静岡) 藤枝順心高校2年

1 出口クリスタ 推薦(山梨) 山梨学院大学1年

17 谷川　美歩

2 丸山ちひろ 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年

近畿(奈良) 奈良育英高校2年

3 原田千賀子 近畿(京都) 龍谷大学1年

7 村井　惟衣

4 西田　芽唯 四国(高知) 岡豊高校2年

中国(岡山) 創志学園高校3年

5 西尾　直子 東京 帝京高校3年

6 小川　寧々

8 中島　璃久 北海道 旭川大学高校2年

関東(埼玉) 淑徳大学2年

9 益子楓彩奈 関東(山梨) 山梨学院大学1年

19 臼井　杏

10 玉置　桃 東京 三井住友海上火災保険

東京 コマツ

11 佐々木　愛 東北(福島) 好間高校2年

15 芳田　司

12 鶴岡　来雪 関東(山梨) 山梨学院大学2年

北信越(長野) 松商学園高校3年

13 谷山　捺美 九州(熊本) 熊本西高校3年

14 武居　沙知

中国(岡山) 環太平洋大学2年

-57kg-57kg-57kg-57kg-48kg-48kg-48kg-48kg

17 髙橋　瑠衣 推薦(東京) 修徳高校3年

1 近藤　亜美

-44kg-44kg-44kg-44kg -52kg-52kg-52kg-52kg

龍谷大学2年

20

21

22

常見　海琴 関東(埼玉) 埼玉栄高校2年

濵田　早萌
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2 幸田　奈々 九州(鹿児島) 鹿児島南高校2年

1 嶺井　美穂

3 飯田　蒼生

推薦(神奈川) 桐蔭学園高校2年

5 米澤　夏帆

東京 東京学芸大学1年

4 松下　夕紀

6 佐村　槙渉 関東(埼玉) 淑徳大学3年

四国(愛媛)

7 平岩　亜扇

近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校3年

10 山田　優貴 北信越(福井) 福井工業大学附属福井高校3年

中国(広島) 広島大学2年

松本千奈津 東京 帝京大学2年

新田高校2年

12 禮堂加奈子 北海道 札幌山の手高校3年

9 安井　敬枝 近畿(京都) 京都文教高校3年

11 鍋倉　那美

8

13 飯野　鈴々

東海(愛知) 大成高校2年

14 鈴木　伽奈 東北(宮城) 仙台大学1年

15 栗原　千尋

九州(福岡) 北筑高校3年

関東(茨城) 筑波大学1年

東京 帝京科学大学2年

17 土井　雅子

関東(埼玉) 淑徳大学1年

19 藤井古都里

中国(岡山) 環太平洋大学1年

18 伊勢崎詩乃

16 能智亜衣美

1 池　絵梨菜 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校3年

2 小向　桃江

北信越(富山) 高岡龍谷高校3年

3 向井あすか 関東(埼玉) 淑徳大学3年

4 市川香代子

東京 国士舘大学2年

東海(愛知) 大成高校2年

関東(茨城) 土浦日本大学高校2年

6 宇野友紀子

東北(宮城) 仙台大学1年

8 佐俣　優依

中国(岡山) 環太平洋大学2年

7 畠石　香花

5 中江　美裕

9 青柳　麗美 九州(鹿児島) 鹿児島情報高校2年

10 千葉英里子

東京 帝京大学1年

11 尾﨑恵里奈 近畿(京都) 龍谷大学2年

12 杉山　歌嶺

中国(岡山) 環太平洋大学2年

13 橋本　舞香 四国(愛媛) 愛媛県警察

14 吉岡　優里

東京 修徳高校2年

15 橋高　朱里 北信越(石川) 金沢学院大学1年

関東(山梨) 山梨学院大学2年

16 牧田　朱加 九州(鹿児島) 鹿児島南高校3年

北海道 旭川大学3年

19 柿澤　史歩 東京 渋谷教育学園渋谷高校3年

18 新添　左季 近畿(奈良) 天理高校3年

17 長内　香月

1 浜　未悠

3 島谷未沙希

推薦(東京) 淑徳高校2年

2 清水　美緒

4 麦田　舞 四国(愛媛) 新田高校3年

近畿(滋賀) 伊香高校2年

5 春藤　美和

中国(岡山) 岡山商科大学2年

7 友清あかり

北信越(石川) 金沢学院大学1年

6 堀　歩未

8 今村　有希

九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年

9 小林真実子

中国(岡山) 環太平洋大学1年

10 中村　優里 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校3年

東京 早稲田大学2年

12 小山内桃華 中国(島根) 出雲西高校2年

11 髙山　莉加

13 泉　真生

東京 三井住友海上火災保険

14 梅津　志悠 九州(福岡) 敬愛高校2年

15 志賀　成美

関東(千葉) 木更津総合高校3年

16 佐藤　杏香 北海道 東海大学付属第四高校3年

17 池本　彩花

東北(宮城) 仙台大学2年

18 鈴木　伊織 東海(愛知) 大成高校2年

19 西田　未来

近畿(大阪) 関西福祉大学金光藤蔭高校3年

推薦(東京) 渋谷教育学園渋谷高校3年

東京 淑徳高校3年

2 佐川　和穂

東京 東海大学2年

4 帯川　蘭

関東(千葉) 国際武道大学3年

3 井上　舞子

1 朝比奈沙羅

5 児島　有紀 近畿(奈良) 奈良育英高校3年

6 冨田　若春

北海道 北海高校3年

7 蓮尾　沙樹 中国(山口) 西京高校3年

8 粂田　晴乃

関東(埼玉) 埼玉栄高校2年

9 畑村　愛恵 東京 国士舘大学2年

10 山本絵玲奈

東海(愛知) 大成高校1年

11 藤原　恵美 関東(茨城) 筑波大学2年

近畿(大阪) 大阪体育大学2年

12 泉田　凛 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学2年

13 山本　沙羅

東京 東海大学2年

北信越(富山) 高岡龍谷高校3年15 堤下真里安

14 小針　由江

19 奥本　華月 四国(愛媛) 新田高校2年

18 斉藤　芽生 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校2年

-70kg-70kg-70kg-70kg +78kg+78kg+78kg+78kg

東北(秋田) 横手南中学校3年

16 滝川　真央

九州(福岡) 沖学園高校3年

-78kg-78kg-78kg-78kg-63kg-63kg-63kg-63kg

20 佐藤　美咲 近畿(京都) 立命館大学2年 20 山中　満紀

17 佐藤　果

関東(埼玉) 淑徳大学2年

関東(山梨) 山梨学院大学1年

20 井上あかり 中国(岡山) 創志学園高校3年

東京 日本大学1年


