
平成３１年度　第６７回　関東高校柔道大会県予選（個人試合）

開催日：平成３１年４月２０日（土）　　場所：小瀬武道館

男子無差別 (1)

不戦

不戦

不戦

不戦

不戦

不戦

反則

３位決定戦

男子

第１・２位は関東大会出場

反則勝

決勝

甲府工 37

森本　    惇 東　 海 36

家次　　  健

17 北畑　    善 東　 海

34

16 天野　 雄登 北　 稜 藤原　 卓己 塩　 山 35

日　 川 33

15 重見　 英二 東　 海 倉田　 真男 北　 稜

北尾　 大樹 東　 海 32

14 坂本　 悠誠 甲府工 滝嶌　 惇志

13 河野　 哲人 甲府一

30

12 加々見翔世 東　 海 雨宮   圭汰 甲府工 31

甲府工 29

11 荻野　 慎大 日　 川 渡邉雄太郎 河口湖

渡邊　 宗尉 日　 川 28

10 山本　 斗麻 甲府工 鈴木　 憲太

小佐野透也 河口湖

反則勝

古川

26

8 三野　 颯太 東　 海 大森　 雷刀 東　 海 27

北　 稜 25

7 土屋　 　 遥 甲府工 伊藤 　海人 甲府工

松村　 賢也 北　 稜 冨田　 裕太 東　 海

杉本　 健人 日　 川 24

6 荻野　 壮太 日　 川 大森　 梨玖

5 田中　 孝宜 城　 西

北尾（東海）木村（東海） 古川（東海）梅本（東海）

石井 　和樹 甲府工 20

2 池田　 公一 日　 川 小佐野颯也

1 古川　　要 東　 海

22

4 嶋﨑　 龍弥 甲府工 殿岡　 勁梧 東　 海 23

河口湖 21

3

18 堀池　 憲聖 河口湖

19 米玉利　 空 甲府工



男子無差別 (2)

不戦

不戦

不戦

ＧＳ反則勝

ＧＳ指導

棄権

不戦 ＧＳ指導

不戦

ＧＳ反則勝

古瀬　 尋翔 東　 海 7354 相澤　 壱斗 甲府工

甲府一 7455 渡辺　 彩斗 北　 稜 志村　 史俊

56 梅本　 大夢 東　 海

71

53 小澤　 柊太 都　 留 那須　 奏音 塩　 山 72

東　 海 70

52 村松　 希海 日　 川 數野　 永裕 甲府工

大森　 麗央 北　 稜 69

51 石井　 一真 甲府工 笠原　 正喜

50 赤池　 舞飛 日　 川

67

49 山部伸乃輔 甲府工 渡邉　    樹 河口湖 68

東　 海 66

48 山越　 大地 東　 海 一ノ瀬 大心 甲府工

平井　 健嗣 甲府工 65

47 近藤　 一樹 河口湖 木村　 太介

46 平井　 陽太 日　 川
梅本

63

45 佐藤　  　翼 甲府工 渡邉光太郎 北　 稜 64

日　 川 62

44 古屋　 智大 城　 西 山本　 勝也 甲府工

甲府西

宮下　    将 河口湖 61

43 上村　 大雅 東　 海 森澤　 聖人

42 渡邊　 新太 河口湖

59

41 近森　 聖悟 東　 海 八田　 京磨 東　 海 60

40 浜名　 海歩 東　 海 両角　    峻

雨宮　 大地 日　 川 57

39 三浦　 大河 北　 稜 輿石　　  大

38 中込　 良基 甲府工

甲府工 58

山根　 航太 日　 川 75


