
平成29年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　組合せ 平成29年8月28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 -66kg
1 仲島　聖悟 東京 修徳高校3年 1 原田　誠丈 推薦 福岡大学3年

2 福本　征吾 近畿 近江高校3年 2 萩尾　悠貴 東京 明治大学2年

3 吉本　聖那 九州 佐賀工業高校2年 3 高野　滉大 関東 国際武道大学2年

4 椎野　瑠伽 四国 新田高校2年 4 原　真冬 北海道 札幌大学3年

5 甘田　秀士郎 関東 つくば秀英高校2年 5 長尾　昂拓 九州 大牟田高校3年

6 岸　陽道 東北 若松商業高校3年 6 羽山　健太 近畿 近畿大学2年

7 村山　健太 近畿 姫路獨協大学2年 7 湯本　祥真 関東 桐蔭学園高校3年

8 古屋敷　誠也 中国 徳山大学2年 8 中矢　陸斗 四国 新田高校2年

9 渡邉　勇 東京 東海大学1年 9 内村　光暉 東京 東海大学2年

10 鷲見　仁義 北海道 札幌山の手高校2年 10 水戸　大生 近畿 比叡山高校3年

11 笠川　竜生 近畿 奈良高校2年 11 茂木　才跡 東京 中央大学1年

12 平方　大喜 東京 修徳高校3年 12 長倉　力斗 関東 山梨学院大学2年

13 佐々木　大輔 関東 大宮東高校3年 13 岡澤　真太郎 東北 盛岡中央高校3年

14 萩尾　郁哉 東海 愛知産業大学三河高校2年 14 山下　洸樹 東海 皇學館大学2年

15 渡辺　大和 関東 前橋商業高校3年 15 辻岡　佑大 近畿 天理大学1年

16 平田　匠 北信越 鶴来高校2年 16 榊原　汰門 東京 帝京科学大学2年

17 佐藤　史都 九州 USA小倉塾 17 阿河　虹希 中国 岡山商科大学3年

18 髙野　大地 東京 国士舘大学1年 18 半戸　聖人 北信越 松本第一高校3年

19 福田　大晟 近畿 比叡山高校1年 19 清家　裕馬 九州 鹿屋体育大学2年

-60kg -73kg
1 古賀　玄暉 東京 日本体育大学1年 1 野上　廉太郎 関東 筑波大学1年

2 中内　快 四国 追手前高校3年 2 橋本　涼真 近畿 甲南大学2年

3 山口　竜生 九州 西日本短期大学附属高校3年 3 塚本　綾 東京 日本体育大学荏原高校3年

4 石井　翔悟 東海 四日市中央工業高校3年 4 福岡　賢晃 九州 福岡大学2年

5 武岡　毅 東京 足立学園高校3年 5 鎌田　龍翔 北海道 札幌大学1年

6 菅原　大斗 関東 国際武道大学2年 6 古賀　颯人 東京 日本体育大学2年

7 福田　大悟 近畿 比叡山高校3年 7 中澤　将太 北信越 松本第一高校3年

8 山本　達彦 東京 東海大学2年 8 松山　葵偉 中国 近畿大学附属広島高校福山校3年

9 増本　優彦 北信越 富山国際大学付属高校3年 9 山本　一真 近畿 天理大学1年

10 樋口　裕大 近畿 天理大学2年 10 村上　優哉 近畿 神戸国際大学附属高校3年

11 老野　晃平 中国 東亜大学3年 11 飯島　敦也 東京 明治大学2年

12 市川　龍之介 関東 習志野高校3年 12 米澤　航春 四国 香川県立武道館

13 羽田野　航 東京 明治大学2年 13 矢野　大輝 関東 桐蔭横浜大学1年

14 村上　一騎 九州 柳ヶ浦高校3年 14 大吉　賢 東京 日本体育大学1年

15 杉本　大虎 東京 日本体育大学2年 15 中橋　大貴 東海 大成高校2年

16 佐藤　龍樹 関東 桐蔭横浜大学2年 16 髙山　裕次郎 東北 山形刑務所

17 徳本　千大 近畿 大阪体育大学1年 17 松山　直暉 九州 柳ヶ浦高校3年

18 渋谷　魁 東北 青森山田高校2年 18 後藤　大介 東京 慶應義塾大学1年

19 吉田　廉 北海道 札幌大学2年 19 石郷岡　秀征 関東 筑波大学1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 -100kg
1 笠原　大雅 近畿 天理大学1年 1 伊藤　好信 東京 東海大学2年

2 武藤　亘輝 関東 桐蔭横浜大学3年 2 山崎　壱盛 近畿 天理大学2年

3 立野　宏輔 東京 帝京科学大学2年 3 藤井　崚将 北海道 東海大学付属札幌高校3年

4 田中　大地 東海 愛知大学1年 4 山崎　拳 四国 坂出第一高校3年

5 賀持　喜道 関東 桐蔭学園高校2年 5 梅野　雅崇 関東 埼玉栄高校3年

6 崎山　寛至 九州 沖縄尚学高校3年 6 松本　健太郎 近畿 同志社大学2年

7 門田　直也 四国 高知刑務所 7 山口　貴也 九州 長崎日本大学高校3年

8 山﨑　裕大 北海道 星槎道都大学2年 8 藤田　慶二 北信越 津幡高校3年

9 山本　康生 東京 明治大学2年 9 北山　達也 東京 東海大学2年

10 奥田　將人 近畿 京都学園高校3年 10 山下　魁輝 東京 国士舘大学1年

11 友清　光 東京 国士舘大学1年 11 臼井　哲平 東北 羽黒高校3年

12 百瀬　敦也 北信越 松本第一高校3年 12 神垣　和他 中国 崇徳高校3年

13 五十嵐　勁太 東北 羽黒高校1年 13 大橋　海斗 東海 日本大学三島高校3年

14 小原　弘暉 関東 筑波大学3年 14 石川　竜多 関東 筑波大学2年

15 田中　優大 九州 大牟田高校3年 15 関根　聖隆 関東 桐蔭学園高校3年

16 吉川　雄登 近畿 天理大学2年 16 寺島　綾都 東京 國學院大学2年

17 山科　良悟 関東 東海大付属相模高校3年 17 早川　佑斗 東京 東海大学2年

18 岡田　涼太郎 東京 日本体育大学2年 18 石山　潤平 近畿 天理大学2年

19 佐藤　昭平 中国 岡山商科大学1年 19 吉野　敦哉 九州 鹿屋体育大学2年

-90kg +100kg
1 神鳥　剛 推薦 明治大学２年 1 香川　大吾 推薦 東海大学3年

2 亀尾　一期 四国 新田高校3年 2 岩田　歩夢 関東 埼玉栄高校3年

3 長濱　快飛 東京 日本大学1年 3 三好　大成 四国 阿波高校3年

4 田中　英二朗 関東 筑波大学2年 4 草間　優登 東京 日本大学1年

5 森部　篤知 近畿 天理大学1年 5 河田　闘志 近畿 天理大学1年

6 上岡　繁蔵 東海 名城大学2年 6 東部　直希 東海 大成高校3年

7 村尾　三四郎 関東 桐蔭学園高校2年 7 佐藤　貴成 近畿 近畿大学1年

8 吉野　弘人 九州 延岡学園高校3年 8 斉藤　立 東京 国士舘高校1年

9 佐藤　威基 東京 東海大学1年 9 田嶋　伸一 東北 八戸西高校3年

10 長井　晃志 東京 日本体育大学1年 10 羽田野　竜輝 九州 延岡学園高校3年

11 宮城　慧也 中国 作陽高校2年 11 蓜島　剛 東京 慶應義塾大学1年

12 渡邉　夏生 北海道 星槎道都大学2年 12 中島　大貴 九州 国東高校3年

13 田中　太基 近畿 天理大学2年 13 小林　龍永 北海道 東海大学付属札幌高校3年

14 瀧澤　秀斗 東北 田村高校3年 14 田中　慎太郎 近畿 天理大学1年

15 田嶋　剛希 関東 筑波大学2年 15 西田　将樹 関東 山梨学院大学1年

16 松原　誠 北信越 金沢学院大学3年 16 磯村　亮太 東京 国士舘大学1年

17 仲尾　航介 近畿 天理大学1年 17 奥谷　政城 関東 国際武道大学1年

18 中西　一生 九州 福岡大学附属大濠高校2年 18 長岡　季空 中国 崇徳高校3年

19 増山　香補 東京 明治大学1年 19 松井　海斗 東京 日本体育大学2年

福井工業大学2年20 宮浦　司 北信越
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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 -52kg
1 久保井　仁菜 推薦 京都文教高校2年 1 前田　千島 推薦 三井住友海上火災保険(株)

2 吉田　さくら 北海道 札幌北斗高校1年 2 博田　佳乃 中国 広島皆実高校2年

3 中村　遊季 関東 富士学苑高校3年 3 坪根　菜々子 九州 沖学園高校3年

4 棚原　碧 東京 日本体育大学1年 4 柳　華空 北信越 松商学園高校1年

5 中村　成実 北信越 魚津市立西部中学校3年 5 石堂　紗羽 近畿 兵庫商業高校3年

6 平本　奈々 九州 小林西高校1年 6 登川　優衣 九州 沖縄尚学高校3年

7 藤阪　恭子 東京 藤村女子高校3年 7 中村　愛香莉 東海 藤枝順心高校2年

8 近藤　綺音 近畿 芦屋大学1年 8 馬場　彩子 関東 桐蔭横浜大学2年

9 吉川　友菜 中国 出雲西高校2年 9 福添　みのり 東京 帝京大学2年

10 河端　悠 東海 大成高校1年 10 長崎　美紘 北海道 東海大学付属札幌高校3年

11 大野　真子 九州 玉名中学校3年 11 瀧川　萌 近畿 比叡山高校3年

12 髙森　来春 近畿 星翔高校2年 12 亀岡　明里 四国 新田高校2年

13 浅沼　佳純 関東 埼玉大学1年 13 菅谷　友紀 関東 淑徳大学1年

14 宮本　迪佳 中国 広陵高校1年 14 大森　生純 東京 帝京高校2年

15 西　さくら 近畿 科学技術高校1年 15 梶本　藍里 中国 沼田高校3年

16 外処　茅優 関東 富士学苑高校2年 16 小川　真未 九州 鹿児島南高校3年

17 佐藤　暖心 東北 長内中学校3年 17 三浦　百香 関東 三浦学苑高校3年

18 杉野　愛海 東京 修徳高校3年 18 笹原　優希 東北 仙台大学2年

19 田中　愛夢 四国 松山西中学校3年 19 刈谷　美咲 近畿 明治国際医療大学1年

20 古瀬　舞 東京 帝京大学1年

-48kg -57kg
1 梅北　眞衣 推薦 山梨学院大学1年 1 舟久保　遥香 推薦 三井住友海上火災保険(株)

2 黒崎　美紅 中国 環太平洋大学1年 2 橘　叶 北海道 星槎道都大学2年

3 木村　明日香 北海道 札幌山の手高校2年 3 渕田　萌生 北信越 津幡高校2年

4 仲田　奈央 東京 帝京大学1年 4 藤井　彩乃 四国 新田高校3年

5 和田　真帆 四国 松山東雲短期大学2年 5 古賀　ひより 中国 創志学園高校2年

6 安部　風花 東京 国士舘高校3年 6 濵野　未来 近畿 東大阪大学敬愛高校3年

7 浅岡　美名 関東 淑徳大学2年 7 富沢　佳奈 関東 埼玉栄高校3年

8 渋谷　舞 東海 東海大学付属静岡翔洋高校2年 8 髙野　綺海 東京 東京学芸大学2年

9 村川　実葉瑠 近畿 夙川学院高校2年 9 大幸　瞳子 九州 長崎明誠高校3年

10 白濵　櫻子 九州 福岡大学2年 10 村井　惟衣 近畿 龍谷大学2年

11 小倉　葵 推薦 環太平洋大学2年 11 飯塚　亜美 東北 仙台大学2年

12 喜多　紀香 近畿 奈良育英高校3年 12 明石　ひかる 東京 渋谷教育学園渋谷高校3年

13 山口　かなえ 東北 仙台大学1年 13 柴田　理帆 関東 筑波大学3年

香川　瑞希 中国 広島皆実高校3年

14 常見　千紗 関東 桐蔭学園高校3年 14 渡辺　世奈

三井住友海上火災保険(株) 16 佐藤　晴菜

東海 美濃加茂高校3年

15 古賀　若菜 九州 南筑高校1年 15

国士舘高校3年

17 江本　陽香 中国 広陵高校3年 17 山口　芽瑠 九州 長崎明誠高校2年

16

武庫川女子大学1年

19 伴　由梨奈 東京 帝京大学1年 19 谷川　美歩 関東 山梨学院大学2年

18 近畿前川　夏海 北信越 福井工業大学附属福井高校1年 18

20 有野　涼 近畿 龍谷大学2年

21 野村　真希 関東 富士学苑高校2年

西口　楓雪

東京坂上　綾 推薦
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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
1 鍋倉　那美 推薦 三井住友海上火災保険(株) 三井住友海上火災保険(株)

2 伊藤　友希 九州 鹿屋体育大学1年 2 酒井　美奈 九州 九州学院高校2年

3 高橋　仁美 東北 仙台大学2年 3 古枝　あさひ 四国 高松商業高校3年

4 武居　沙知 関東 国際武道大学3年 4 土佐　真紀子 東北 仙台大学1年

5 嘉重　春樺 近畿 東大阪大学敬愛高校3年 5 松井　絵名 関東 筑波大学1年

6 結城　彩乃 関東 富士学苑高校2年 6 島袋　玲海 東京 東京学芸大学3年

7 岡　茉里 北海道 北海高校3年 7 鈴木　伊織 中国 環太平洋大学2年

8 浦　明澄 中国 創志学園高校2年 8 清水　美緒 北信越 金沢学院大学2年

9 山本　七海 近畿 立命館大学2年 9 長谷川　瑞紀 近畿 夙川学院高校2年

10 幸田　奈々 東京 帝京科学大学2年 10 山内　真子 東京 東京学芸大学2年

11 荒木　穂乃佳 推薦 兵庫県警察 11 小林　百香 北海道 北海道警察

12 番匠　美沙貴 北信越 小杉高校3年 12 都　結乃 関東 埼玉栄高校3年

13 宮宇地　朱菜 東京 帝京科学大学2年 13 佐藤　香菜 近畿 京都文教高校1年

14 瀬戸口　栞南 関東 山梨学院大学1年 14 安藤　志津佳 九州 敬愛高校3年

15 杵淵　萌 東海 東海大学付属静岡翔洋高校3年 15 秋場　麻優 中国 環太平洋大学2年

16 三浦　裕香理 中国 環太平洋大学1年 16 東　加珠 近畿 大阪体育大学2年

17 佐藤　みずほ 東京 三井住友海上火災保険(株) 17 和田　梨乃子 東海 大成高校3年

19 吉田　菜美 関東 八千代高校3年

18 岡田　萌 近畿 夙川学院高校3年 18 宇田川　幸

20 大石　野乃 九州 小城高校3年

東京 国士舘高校3年

19 立川　桃 四国 新田高校2年

-70kg +78kg
1 中江　美裕 推薦 筑波大学2年 1 児玉　ひかる 東京 三井住友海上火災保険(株)

2 岡　美紀 近畿 近畿大学附属和歌山高校2年 2 佐藤　陽子 東海 大成高校2年

3 牧田　朱加 九州 鹿屋体育大学3年 3 白石　麻葵佳 近畿 立命館大学1年

4 新森　涼 東京 コマツ 4 尾島　有香 関東 国際武道大学1年

5 大谷　麻稀 関東 平成国際大学1年 5 松田　美悠 北信越 小杉高校3年

6 田中　志歩 中国 環太平洋大学1年 6 八巻　衣音 中国 広陵高校1年

7 梶田　珠来 東海 藤枝順心高校3年 7 髙橋　瑠璃 東京 帝京高校2年

8 冨田　彩加 近畿 龍谷大学2年 8 脇田　麻誇 九州 福岡大学2年

9 田嶋　由佳 北海道 東海大学付属札幌高校2年 9 上田　莉圭 近畿 香ヶ丘リベルテ高校3年

10 朝飛　真実 関東 桐蔭学園高校1年 10 粂田　晴乃 関東 筑波大学1年

11 青柳　麗美 中国 環太平洋大学2年 11 南原　美咲 四国 高松商業高校2年

12 渡辺　千尋 北信越 高岡法科大学2年 12 斉藤　芽生 東京 国士舘大学2年

13 岩佐　碧 東京 創価大学2年 13 羽田野　真尋 九州 大分県立三重総合高校1年

14 新名　寧々 近畿 夙川学院高校2年 14 廣谷　姫奈 東北 仙台大学1年

15 畠石　香花 関東 山梨学院大学2年 15 吉峰　芙母絵 近畿 夙川学院高校2年

16 西願寺　里保 東京 コマツ 16 岡田　実咲 関東 山梨学院大学2年

17 神保　朱李 東北 山形工業高校3年 17 中原　爽 九州 敬愛高校3年

19 小椋　香澄 北海道 旭川大学1年

18 朝飛　七海 関東 桐蔭学園高校3年 18 浜　未悠

20 小山内　茉緒 四国 新田高校3年

中国 環太平洋大学2年

19 内野　やや 九州 福岡大学2年

-78kg
1 梅津　志悠 推薦


