
平成27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27年8月26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

-55kg-55kg-55kg-55kg -66kg-66kg-66kg-66kg
1 梅北　亘 推薦 山梨学院大学1年 1 末木　貴将 関東(茨城) 筑波大学2年

2 徳本　千大 近畿(和歌山) 初芝橋本高校2年 2 成田　俊 東北(岩手) 富士大学1年

3 森田　将矢 九州(宮崎) 宮崎日本大学高校3年 3 門田　昇馬 近畿(奈良) 天理大学1年

4 鈴木　凛 東京 日本大学第三高校3年 4 佐藤　裕介 東京 日本大学2年

5 樋口　裕大 東京 足立学園高校3年 5 浅利　昌哉 東京 東海大学2年

6 出口　嘉人 中国(広島) 崇徳高校1年 6 後藤　大地 九州(熊本) 東海大学九州3年

7 伊藤　史弥 関東(神奈川) 桐蔭学園高校2年 7 阿河　夢斗 関東(埼玉) 埼玉大学2年

8 佐々木　克知 東北(岩手) 盛岡中央高校2年 8 早川　正起 東海(愛知) 大成高校3年

9 松原　亮太 四国(愛媛) 新田高校3年 9 福本　元哉 近畿(奈良) 天理大学2年

10 巣山　太智 東京 日本体育大学1年 10 田川　兼三 関東(茨城) 筑波大学1年

11 村山　健太 近畿(兵庫) 相生産業高校3年 11 俵　隆太 東京 東海大学2年

12 田邊　航平 東海(愛知) 名城大学2年 12 溝渕　勇也 近畿(京都) 京都共栄学園高校2年

13 髙野　大地 関東(神奈川) 桐蔭学園高校2年 13 長倉　力斗 九州(福岡) 大牟田高校3年

14 木村　祐太 北海道 札幌山の手高校2年 14 後藤　泰典 北海道 恵庭南高校3年

15 内田　海翔 関東(千葉) 習志野高校2年 15 木戸　清孝 近畿(奈良) 天理大学2年

16 長谷川　一八 近畿(大阪) 清風高校3年 16 鍛冶　拓実 北信越(富山) 小杉高校3年

17 高橋　知生 北信越(石川) 石川県立工業高校1年 17 東　亮輝 中国(広島) 崇徳高校2年

18 山本　里音 九州(熊本) 九州学院高校3年 18 長尾　崇文 四国(香川) 高松商業高校3年

19 甲斐　拓海 東京 国士舘大学1年 19 水野　隆介 東京 明治大学2年

-60kg-60kg-60kg-60kg -73kg-73kg-73kg-73kg
1 永山　竜樹 推薦 東海大学1年 1 山本　悠司 推薦 天理大学2年

2 村上　貴洋 九州(長崎) 長崎東高校3年 2 奥　大成 東京 国士舘大学1年

3 山本　達彦 関東(神奈川) 東海大学付属相模高校3年 3 福岡　賢晃 九州(佐賀) 佐賀商業高校3年

4 遠藤　泰樹 近畿(兵庫) 天理大学2年 4 五十嵐　純平 関東(茨城) 筑波大学2年

5 羽鳥　弘伸 東京 國學院大学2年 5 渡邊　神威 東海(愛知) 大成高校2年

関東(山梨) 山梨学院大学1年

7 竹中　英士 東京 東海大学2年

6 神森　拓海

東北(青森) 青森山田高校2年

9 大田　真誠 近畿(京都) 同志社大学2年

8 三浦　界

四国(愛媛) 新田高校3年

11 盛坪　虎弥太 九州(福岡) 西日本短期大学附属高校2年

10 立川　新

6 田中　崇晃 関東(茨城) 筑波大学3年

12 内村　光暉

7 吉田　廉 北海道 旭川大学高校3年

13 佐藤　大地

関東(茨城) 筑波大学1年

8 古賀　玄暉 東海(愛知) 大成高校2年

14 片岡　辰哉

中国(広島) 崇徳高校3年

9 柵木　達博 近畿(奈良) 天理大学1年

15 鳥羽　潤

14 中原　諒人

四国(愛媛) 新田高校3年

13 古屋　翔

近畿(奈良) 天理大学2年 東京 東海大学3年

近畿(大阪) 東海大学付属仰星高校3年

北信越(石川) 北陸大学2年

17 松田　征也 中国(山口) 徳山大学2年

10 大森　拓弥 東京 東洋大学2年

16 小林　礼弥 近畿(兵庫) 神港学園神港高校2年16 林　浩平 推薦 国士舘大学3年

19 岡田　大希 東京 日本体育大学2年

17 平沼　大和 関東(群馬) 常磐高校3年

18 渡辺　大地 北海道 旭川龍谷高校3年18 舘坂　将矢 東北(青森) 弘前大学2年

19 菅原　大斗 北信越(新潟) 豊栄高校3年

20 野村　尚希 東京 東海大学2年

11 藤阪　泰恒 推薦 國學院大学1年

12 小島　隆仁郎

15 米村　克麻 東京 日本体育大学2年

21 北村　翔 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学2年
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氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

-81kg-81kg-81kg-81kg -100kg-100kg-100kg-100kg
1 佐々木　健志 関東(茨城) 筑波大学1年 1 飯田　健太郎 東京 国士舘高校2年

2 竹下　将樹 九州(宮崎) 宮崎日本大学高校3年 2 髙原　大河 近畿(大阪) 近畿大学2年

3 佐藤　佑樹 東京 東海大学2年 3 前野　玲音 関東(山梨) 山梨学院大学2年

4 渋川　大也 近畿(大阪) 近畿大学1年 4 後藤　昌毅 東北(山形) 山形工業高校3年

5 正木　聖悟 近畿(奈良) 天理大学1年 5 後藤　龍真 九州(熊本) 鎮西高校2年

6 八木　拓己 関東(山梨) 山梨学院大学2年 6 三村　暁之 東京 明治大学2年

7 平林　直矢 北信越(長野) 東海大学付属第三高校3年 7 高田　大樹 北海道 道都大学1年

8 佐々木　優太 東京 日本大学1年 8 石山　潤平 近畿(兵庫) 神戸国際大学附属高校3年

9 中村　光樹 中国(岡山) 作陽高校3年 9 吉良　儀城 東京 国士舘大学1年

10 藤原　崇太郎 東京 日体荏原高校2年 10 伊藤　好信 四国(愛媛) 新田高校3年

11 村上　瑠希也 東北(青森) 弘前大学2年 11 畑島　智文 九州(長崎) 長崎南山高校3年

12 保田　浩生 東海(愛知) 愛知大学3年 12 春日　良太 関東(山梨) 山梨学院大学2年

13 鎌田　魁翔 関東(山梨) 山梨学院大学1年 13 山口　智広 東京 国士舘大学1年

14 山下　恭平 東京 日本大学2年 14 牧野　祐也 北信越(福井) 福井工業大学附属福井高校3年

15 金山　天地 東京 明治大学2年 15 岩﨑　恒紀 中国(岡山) 作陽高校3年

16 座波　吉平 九州(福岡) 福岡大学2年 16 村井　慎太郎 近畿(大阪) 関西大学2年

17 内藤　竜生 近畿(大阪) 近畿大学1年 17 友田　皓太 東海(愛知) 大成高校3年

18 大尾　光星 四国(愛媛) 新田高校3年 18 田﨑　健祐 東京 国士舘大学2年

19 相木　飛磨 北海道 札幌大学2年 19 渡辺　大樹 関東(山梨) 山梨学院大学2年

-90kg-90kg-90kg-90kg +100kg+100kg+100kg+100kg
1 向　翔一郎 推薦 日本大学2年 1 小川　雄勢 推薦 明治大学1年

2 佐藤　允哉 近畿(大阪) 近畿大学2年 2 根津　信太 関東(茨城) 筑波大学2年

3 立石　勇太 九州(宮崎) 延岡学園高校3年 3 中島　大貴 九州(大分) 国東高校1年

4 長谷川　優 関東(山梨) 山梨学院大学1年 4 大岩　龍介 近畿(奈良) 天理大学3年

5 前田　宗哉 東京 東海大学2年 5 奥野　拓未 東京 東海大学1年

6 小原　弘暉 関東(茨城) 筑波大学1年 6 太田　彪雅 関東(栃木) 白鷗大学足利高校3年

7 神鳥　剛 東海(愛知) 大成高校3年 7 澤井　亮一 近畿(大阪) 関西大学1年

8 小寺　達 近畿(大阪) 関西大学2年 8 影浦　心 東京 東海大学2年

9 江畑　丈夫 東京 国士舘大学2年 9 清水　拓実 東北(秋田) 秋田工業高校3年

10 白川　剛章 近畿(奈良) 天理大学1年 10 上野　翔平 北信越(石川) 津幡高校3年

11 伊藤　亘輝 北海道 道都大学3年 11 香川　大吾 推薦 東海大学1年

12 好永　大輝 四国(愛媛) 松山大学2年 12 佐藤　貴成 近畿(兵庫) 神港学園神港高校2年

13 川崎　滉喜 東北(宮城) 東北学院大学2年 13 蓜島　剛 関東(埼玉) 埼玉栄高校2年

14 野々内　悠真 東京 明治大学2年 14 川井　康平 東海(静岡) 静岡学園高校2年

15 安達　健太 東京 東海大学1年 15 萩原　優太 東京 日本大学2年

16 綾部　康平 中国(山口) 徳山大学3年 16 田中　源大 推薦 明治大学1年

17 田中　英二朗 九州(福岡) 東海大学付属第五高校3年 17 手嶋　柾明 九州(福岡) 福岡大学2年

18 岩堀　睦宗 北信越(福井) 福井工業大学3年 18 三好　大成 四国(徳島) 阿波高校1年

19 大橋　賢人 関東(茨城) 筑波大学2年 19 山田　伊織 東京 国士舘高校3年

20 富樫　匠 北海道 道都大学2年

21 河野　壮登 中国(島根) 開星高校2年
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氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

-44kg-44kg-44kg-44kg -52kg-52kg-52kg-52kg
1 堤　詩保 北海道 室蘭柔道連盟 1 前田　千島 東京 三井住友海上火災保険(株)

2 伊藤　慕呼 東京 日本大学第三高校1年 2 川越　梨乃 関東(山梨) 山梨学院大学1年

3 稲毛　ゆか 関東(埼玉) 埼玉大学1年 3 瀧川　萌 近畿(滋賀) 比叡山高校1年

4 田尾　有里恵 近畿(滋賀) 近江高校3年 4 田北　明日香 四国(徳島) 徳島北高校3年

5 和田　君華 東海(愛知) 大成中学校3年 5 阿部　詩 近畿(兵庫) 夙川学院中学校3年

6 吉村　こより 九州(福岡) 沖学園高校2年 6 森　由芽香 東京 帝京大学2年

7 光永　采世 東京 帝京大学2年 7 福添　みのり 九州(長崎) 長崎明誠高校3年

8 山下　奈緒 近畿(大阪) 近畿大学2年 8 米田　愛理子 関東(山梨) 山梨学院大学2年

9 藤﨑　暖乃 中国(岡山) 創志学園高校3年 9 川久保　七彩 中国(広島) 広島大学2年

10 五十嵐　莉子 関東(神奈川) 横須賀学院高校1年 10 黒木　七都美 東海(愛知) 大成高校3年

11 岩井　未来 中国(広島) 清水ヶ丘高校2年 11 馬場　彩子 関東(神奈川) 桐蔭学園高校3年

12 藤阪　恭子 東京 藤村女子高校1年 12 伊藤　ななせ 北信越(長野) 松商学園高校3年

13 藤原　七海 四国(高知) 高知南高校3年 13 渡邉　貴子 東京 帝京大学2年

14 小松　華奈 東北(山形) 山形中央高校3年 14 檜垣　由利奈 中国(広島) 広陵高校3年

15 田﨑　ほのか 九州(福岡) 沖学園高校2年 15 富沢　佳奈 関東(埼玉) 埼玉栄高校1年

16 浅沼　佳純 関東(埼玉) 川口北高校2年 16 市川　まい 北海道 恵庭南高校2年

17 中村　伊織 北信越(福井) 福井工業大学附属福井高校3年 17 寺田　宇多菜 九州(福岡) 敬愛高校2年

18 喜多　紀香 近畿(奈良) 奈良育英高校1年 18 古川　榛花 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校3年

19 畑井　菜奈 東京 帝京科学大学1年 19 笹原　優希 東北(岩手) 盛岡南高校3年

-48kg-48kg-48kg-48kg -57kg-57kg-57kg-57kg
1 渡名喜　風南 推薦 帝京大学2年 1 出口　クリスタ 推薦 山梨学院大学2年

2 伊藤　しいな 北海道 北海高校2年 2 小畑　樺奈 中国(山口) 徳山大学1年

3 飯盛　未来 九州(佐賀) 佐賀商業高校2年 3 村井　惟衣 近畿(奈良) 奈良育英高校3年

4 杉本　祐海 中国(岡山) 環太平洋大学2年 4 竹盛　稜生 四国(徳島) 徳島北高校3年

5 酒井　千晶 東京 帝京科学大学2年 5 吉田　優希奈 東京 渋谷教育学園渋谷高校2年

6 常見　海琴 関東(埼玉) 埼玉栄高校3年 6 舟久保　遥香 関東(山梨) 富士学苑高校2年

7 有野　涼 近畿(奈良) 奈良育英高校3年 7 西口　楓雪 近畿(滋賀) 比叡山高校2年

8 小山　亜利沙 東京 帝京大学2年 8 武田　亮子 東海(愛知) 大成高校2年

9 渋谷　舞 東北(青森) 鶴田中学校3年 9 髙野　綺海 九州(宮崎) 宮崎日本大学高校3年

10 会田　彩乃 北信越(富山) 高岡法科大学2年 10 近浦　紗樹 東京 東京学芸大学2年

11 髙橋　瑠衣 推薦 環太平洋大学1年 11 西尾　直子 東京 帝京科学大学1年

12 日下部　敦美 近畿(大阪) 関西大倉高校3年 12 立川　莉奈 九州(福岡) 福岡大学1年

13 溝口　愛歌 関東(埼玉) 指扇中学校3年 13 武田　希生 東北(福島) 東日本国際大学2年

14 関谷　明梨 東京 帝京大学3年 14 中島　璃久 北海道 旭川大学高校3年

15 辻田　愛佳 九州(大分) 柳ヶ浦高校3年 15 松井　恋 関東(千葉) 木更津総合高校3年

16 梅北　眞衣 近畿(兵庫) 夙川学院高校2年 16 益子　楓彩奈 関東(山梨) 山梨学院大学2年

17 大村　美葵 東京 淑徳高校3年 17 萩　野乃花 東京 帝京高校3年

18 松西　夢紀 四国(愛媛) 三島高校2年 18 村上　栞菜 近畿(兵庫) 夙川学院高校3年

19 仲田　奈央 関東(神奈川) 桐蔭学園高校2年 19 等々力　瑛乃 北信越(長野) 松商学園高校3年

20 鈴木　茉莉 東海(静岡) 藤枝順心高校3年

21 小倉　葵 中国(岡山) 創志学園高校3年

中国(岡山) 環太平洋大学1年20 山内　美輝
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氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

氏名 地区 所属 氏名 地区 所属

-63kg-63kg-63kg-63kg -78kg-78kg-78kg-78kg
1 鍋倉　那美 東海(愛知) 大成高校3年 推薦 鹿屋体育大学2年

2 山本　奈々瀬 近畿(兵庫) 武庫川女子大学附属高校2年 2 小林　真実子 東京 早稲田大学3年

3 武居　沙知 関東(千葉) 国際武道大学1年 3 友清　あかり 中国(岡山) 環太平洋大学2年

4 佐藤　みずほ 東京 藤村女子高校3年 4 河内　雪乃 関東(茨城) 水戸啓明高校3年

5 佐藤　史織 関東(山梨) 山梨学院大学1年 5 清水　美緒 近畿(滋賀) 伊香高校3年

6 飯野　鈴々 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年 6 泉　真生 推薦 山梨学院大学1年

7 田中　志歩 中国(山口) 聖光高校2年 7 上村　綾香 九州(福岡) 福岡大学2年

8 荒木　穂乃佳 近畿(兵庫) 夙川学院高校3年 8 池本　彩花 近畿(兵庫) 武庫川女子大学1年

9 今井　南歩 東北(宮城) 仙台大学1年 9 山本　絵玲奈 東京 帝京科学大学1年

10 米澤　夏帆 近畿(京都) 龍谷大学1年 10 本山　星 東北(宮城) 仙台大学1年

11 松下　夕紀 四国(新田) 新田高校3年 11 鈴木　伊織 東海(愛知) 大成高校3年

12 朝飛　七海 関東(神奈川) 桐蔭学園高校1年 12 古枝　あさひ 四国(香川) 高松商業高校1年

13 戸村　紀子 東京 国士舘大学2年 13 春藤　美和 北信越(石川) 金沢学院大学2年

14 幸田　奈々 九州(鹿児島) 鹿児島南高校3年 14 江藤　春香 中国(山口) 徳山大学2年

15 能智　亜衣美 関東(茨城) 筑波大学2年 15 山口　凌歌 関東(神奈川) 桐蔭横浜大学1年

16 鈴木　くるみ 東京 東京学芸大学1年 16 佐藤　杏香 東京 東海大学1年

17 神林　希衣 北信越(富山) 高岡法科大学2年 17 田中　楓 関東(神奈川) 横須賀学院高校2年

18 江島　由奈 北海道 旭川大学高校1年 18 秋場　麻優 北海道 北海高校3年

19 土井　雅子 中国(岡山) 環太平洋大学2年 19 浜　未悠 東京 淑徳高校3年

九州(福岡) 敬愛高校3年

-70kg-70kg-70kg-70kg +78kg+78kg+78kg+78kg
1 池　絵梨菜 推薦 国士舘大学1年 1 朝比奈　沙羅 推薦 東海大学1年

2 杉本　梨々花 北海道 北海高校3年 2 村田　彩華 関東(埼玉) 平成国際大学2年

3 小寺　結子 近畿(京都) 立命館大学3年 3 素根　輝 九州(福岡) 田主丸中学校3年

4 瀧澤　美咲 東京 早稲田大学１年 4 磯﨑　佳歩 中国(広島) 広島大学1年

5 森田　朝子 関東(埼玉) 埼玉大学3年 5 斉藤　芽生 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校3年

6 畠石　香花 関東(茨城) 土浦日本大学高校3年 6 滝川　真央 東京 日本大学2年

7 福添　そのか 中国(岡山) 環太平洋大学2年 7 児島　有紀 近畿(京都) 龍谷大学1年

8 青柳　麗美 九州(鹿児島) 鹿児島情報高校3年 8 井上　舞子 関東(埼玉) 淑徳大学1年

9 西願寺　里保 東京 淑徳高校2年 9 粂田　晴乃 東海(愛知) 大成高校2年

10 尾﨑　恵里奈 近畿(京都) 龍谷大学3年 10 中鉢　千尋 東北(山形) 羽黒高校3年

11 福嶋　千夏 推薦 環太平洋大学2年 11 冨田　若春 推薦 埼玉栄高校3年

12 石井　美緒 近畿(兵庫) 夙川学院高校3年 12 黒坂　麻樹 北信越(石川) 金沢学院東高校3年

13 新添　左季 関東(山梨) 山梨学院大学1年 13 荒谷　莉佳子 東京 帝京高校3年

14 井澤　泉紀 北信越(富山) 小杉高校2年 14 井上　あかり 中国(岡山) 環太平洋大学1年

15 柿澤　史歩 東京 三井住友海上火災保険(株) 15 宗石　茉子 近畿(大阪) 近畿大学2年

16 中江　美裕 東海(愛知) 大成高校3年 16 山本　沙羅 推薦 大阪体育大学3年

関東(千葉) 八千代高校3年

17 市川　香代子 東北(宮城) 仙台大学2年 17 奥本　華月

20 森田　智子

四国(愛媛) 新田高校3年

18 中尾　美紘 中国(山口) 徳山大学2年 18 佐藤　美裕

19 新森　涼 九州(福岡) 敬愛高校2年 19 月波　光貴穂

東京 帝京科学大学2年

近畿(京都) 京都文教高校3年

東京 帝京大学2年

21 寺川　靖葉

北海道 札幌北斗高校2年20 岡元　萌々香

20 梅津　志悠

1 堀　歩未

九州(福岡) 敬愛高校2年21 小山内　茉緒 四国(新田) 新田高校1年 21 児玉　ひかる


