
平成２７年度
第６３回　関東高校柔道大会県予選（個人試合）

開催日時：平成２７年４月１８日(土)　場所：小瀬武道館

男子無差別 (1)

指３

指１

GS指１

不戦

不戦

指３ 指１

不戦

指１

３位決定戦 決勝戦

内股 指導２

男子は、１、２位が関東大会の代表者となる。

渡邊 前田 井戸川 西野

渡邊 西野

54

秋山　将太 東海 55

身延 53

小林　佳依 河口湖27 松村　慧 甲工

豊泉　隼哉 富士学 52

26 萩原　稜殖 城西 河井　亮佑

25 渥美　友吾 東海

23 白壁　龍一 富士学 松島　蘭丸 日川 50

24 立花　真輝 韮崎 三井　大 甲工 51

小田　宏 甲工 48

22 桒原　朋希 北稜 渡邊　匠

21 本　　祥馬 身延

北稜 49

19 古川　広大 東海 内藤　洋海 城西 46

20 平野　悟 甲西 小林　大勝 韮崎 47

石川　直貴 東海 44

18 丸山　大輔 甲工 渡邊　秀作

17 横内　晋介 日川

日川 45

15 渡辺　陵 富士学 渡辺　拓郎 富士学 42

16 関　渉真 河口湖 丹澤　大雅 峡南 43

古屋　暉 城西 40

14 佐田　大征 甲工 大森　保志

13 今村　敦博 甲一

甲工 41

井戸川

11 中根　佑斗 身延 花森　裕斗 東海 38

12 鈴木　康鷹 東海 渡辺　太樹 富士学 39

武藤　正彦 塩山 36

10 小山　訓弘 笛吹 花田　春樹

9 野矢　大輔 甲工

甲工 37

7 葛西勇希 農林 岩下　大哉 城西 34

8 秋山　樹 日川 谷村　瞭 都留 35

大澤　海人 甲工 32

6 木内　一輝 身延 早川　智翔

5 中村　勝登 東海

東海 33

3 内田　翔太 城西 野沢　英司 笛吹 30

4 北澤　洋介 甲工 木内　洸汰 身延 31

渡邊　博武 日川 28

2 望月　章太 峡南 望月　優輝

1 井戸川　諒太 富士学

農林 29



男子無差別 (2)

指１ 反

不戦

不戦 指２

不戦

不戦

不戦

不戦

指１

不戦

指３

不戦
82 藤田　英志 身延 土橋勝利 農林 110

83 後藤　志位 富士学 西野　孝祐 東海 111

80 山田　心也 韮崎 前島　永幸 甲西 108

81 大山　拓実 東海 佐野　歩夢 身延 109

78 小佐野　通也 河口湖 関本　純也 日川 106

79 三井　響 甲工 井出　大樹 甲工 107

76 向井　昌史 甲工 石原　聖平 城西 104

77 篠原　大輝 城西 美谷島　智大 富士学 105

74 宮下　龍樹 日川 渡辺　元気 富士学 102

75 峰本　祐汰 東海 桑原　諒太郎 甲工 103

72 松川　和暉 甲一 細田　功也 韮崎 100

73 相澤　幸二 峡南 星野　真人 塩山 101

70 込山　翔太 甲工 標　慶人 甲工 98

71 小野　竜練 笛吹 田中　大雅 日川 99

68 山本　飛鳥 韮崎 齊藤　直哉 東海 96

69 日吉　優米 身延 宮崎　秀太 甲工 97
西野

66 山本　翔 甲工 近浦　拓磨 甲工 94

67 宮下　郁也 富士学 日吉　朗眞 身延 95

64 樋口　蒼 城西 権守　俊 河口湖 92

65 河内　良悟 都留 平賀　悠雅 城西 93

62 霜村　優 塩山 正木　裕人 甲工 90

63 徳永　大和 東海 大宮山　尚人 峡南 91

60 坂本　恵亮 甲工 藤田　哲平 身延 88

61 山本　翼 富士学 土橋　拓実 日川 89

58 河野　大空 日川 竜澤　翔 笛吹 86

59 近藤　紘史 笛吹 関　将之 富士学 87

56 前田　圭壱 東海 アリ　カオル 東海 84

57 片田　和成 身延 渡邉　生太瑠 北稜 85


