
平成２６年度
第３７回全国高等学校柔道選手権大会　山梨県大会（個人試合）

開催日：平成２７年１月１７日（土）　　場所：小瀬武道館　第２武道場

男子個人
60kg

指１

小池　隆幾

指２

１位 小池　隆幾（東海）
２位 豊泉　隼哉（富士学）
３位 正木   裕人（甲工）
３位 近浦   拓磨（甲工）

73kg

ＧＳ指１

倉又由唯人

ＧＳ　指１

指２

１位 倉又由唯人（東海）

２位 熊野　暢彦（東海）

３位 松村　慧（甲工）

３位 坂牛　のぞむ（東海）

甲工

2 丸山   大輔 甲工 渡邉　生太瑠 北稜

1 小池　隆幾 東海 近浦   拓磨

韮崎

4 葛西勇希 農林 近藤　紘史 笛吹

3 大宮山　尚人 峡南 山田　心也

農林

6 山本　飛鳥 韮崎 日吉　優米 身延

5 小山　訓弘 笛吹 望月　優輝

城西

8 関　渉真 河口湖 河井　亮佑 身延

7 本　　祥馬 身延 萩原稜殖
送り襟締め

都留

10 丹沢　太雅 峡南 小田　　　宏 甲工

9 日吉　朗眞 身延 河内　良悟

農林

12 辻翔 日川 権守　俊 河口湖

11 古屋暉 城西 高樋　将史

17

2 石川直貴 東海 渡邊　陵 富士学 18

富士学

1 松村　　　慧 甲工 熊野　暢彦 東海

13 正木   裕人 甲工 豊泉　隼哉

河口湖 19

4 立花　真輝 韮崎 細田晃希 日川 20

3 美谷島　智大 富士学 小林　佳依

甲工 21

6 内田翔太 城西 石原聖平 城西 22

5 中村　颯 東海 佐田　 大征

都留 23

8 渡邊　太樹 富士学 渡邊　拓郎 富士学 24

7 小佐野　通也 河口湖 谷村　瞭

日川 25

10 山本      翔 甲工 平野　悟 甲西 26

9 倉又　由唯人 東海 中村鳳之介

富士学 27

12 天野　雄太 富士学 込山　 翔大 甲工 28

11 西山　皓大 笛吹 宮下　郁也

甲工 29

14 野矢   大輔 甲工 野沢　英司 笛吹 30

13 松川　和暉 甲一 向井　 昌史

北稜 31

16 竹川颯哉 日川 坂牛　のぞむ 東海 32

15 渡邊　匠 北稜 桒原　朋希

17

18

19

26

20

21

22

23

24

25

14

15

16



81kg
指２

GS　指１

反

１位 山崎優介（東海）

２位 秋山幸慶（東海）

３位 後藤志位（富士学） 指１

３位 アリカオル（東海）

90kg

１位 鈴木連次（東海）
２位 秋山将太（東海）
３位 渡邊博武（日川）

無差別

指３

井戸川諒太

指２ 指２

指１

１位 井戸川　諒太（富士学）
２位 南條　伯彬（東海）
３位 西野　孝祐（東海）
３位 前田　圭壱（東海）

東海 8

2 横内晋介 日川 中根　佑斗 身延 9

1 山崎　優介 東海 アリ　カオル

日川 10

4 後藤　志位 富士学 北澤   洋介 甲工 11

3 望月　章太 峡南 野中元気
山崎　優介

塩山 12

6 内藤洋海 城西 関　将之 富士学 13

5 花田   春樹 甲工 霜村　優

東海 14

1 鈴木　連次 東海 秋山　将太 東海 5

7 花森　裕斗 東海 秋山　幸慶

甲一 6

3 星野　真人 塩山 萱沼　亮 北稜 7

2 岩下大哉 城西 今村　敦博
鈴木　連次

日川 8

1 西野　孝祐 東海 南條　伯彬 東海 10

4 川野　一貴 峡南 渡邊博武

笛吹 11

3 渡邊秀作 日川 秋山樹 日川 12

2 細田　功也 韮崎 永嶋　友輝

甲工 13

5 竜澤　翔 笛吹 武藤　正彦 塩山 14

4 宮崎　 秀太 甲工 大森　 保志

甲工 17

9 井戸川　諒太 富士学

8 相澤　幸二 峡南 標　　　慶人

東海 15

7 中野　颯也 東海 木内　洸汰 身延 16

6 土橋勝利 農林 前田　圭壱


