
男子55kg級 ※訂正版 2017/07/18

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

棄権

1 佐藤 龍樹 (桐蔭横浜大学) 大学１位

2 高橋 昌也 (日本大学藤沢高等学校) 高校４位

7 澤里 音次郎 (神奈川大学) 大学４位

8 中山 雄介 (桐蔭学園高等学校) 高校１位

1 林 音樹

2 白岩 温彦

3 阿部 龍斗

(東海大学付属相模高等学校)

(横浜創学館高等学校)

(日本大学藤沢高等学校)

4 小宮 亮二

5 小松 汰星

6 信沢 洋佑

(立花学園高等学校)

(県立厚木北高等学校)

(横浜国立大学)

7 大塚 雅也

8 笠 雄生

9 佐藤 駿

(光明学園相模原高等学校)

(藤嶺学園藤沢高等学校)

(立花学園高等学校)

10 林 鉄馬

11 塚崎 啓太

12 齋藤光汰

(藤嶺学園藤沢高等学校)

(県立新羽高等学校)

(立花学園高等学校)

13 金子 大将

14 森岡 成樹

15 山舘 広和

(県立二宮高等学校)

(日本大学藤沢高等学校)

(横浜国立大学)

佐藤 駿(立花学園高等学校)

森岡 成樹(日本大学藤沢高等学校)

佐藤 龍樹(桐蔭横浜大学)

大石 瑠依(桐蔭学園高等学校)

16 奥山 椋太

17 久保田 大智

18 池内 祥

(武相高等学校)

(立花学園高等学校)

(光明学園相模原高等学校)

5 平井 雅人 (桐蔭横浜大学) 大学２位

6 大石 瑠依 (桐蔭学園高等学校) 高校３位

3 勝亦 叶一郎 (神奈川大学)

林 音樹(東海大学付属相模高等学校)

金子 大将(県立二宮高等学校)

森岡 成樹(日本大学藤沢高等学校)

佐藤 駿(立花学園高等学校)

男子60kg級

大学３位

4 半田 颯 (桐蔭学園高等学校) 高校２位

中山 雄介(桐蔭学園高等学校)

半田 颯(桐蔭学園高等学校)

佐藤 龍樹(桐蔭横浜大学)

大石 瑠依(桐蔭学園高等学校)



男子66kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

男子73kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

男子81kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

棄権

1 牧山 力也 (桐蔭横浜大学) 大学１位

2 平石 悠樹 (横浜高等学校) 高校４位

3 齋藤 拓洋 (桐蔭横浜大学) 大学３位

4 相田 勇司 (相洋高等学校) 高校２位

5

7 深澤 新 (東海大学) 大学４位

8 湯本 祥真 (桐蔭学園高等学校) 高校１位

鍛治 拓実 (桐蔭横浜大学) 大学２位

6 新井 雄士 (日本大学高等学校) 高校３位

3 篠永 懸 (桐蔭横浜大学) 大学３位

4 古澤 翼 (慶應義塾高等学校) 高校２位

1 矢野 大輝 (桐蔭横浜大学) 大学１位

2 笠 康介 (東海大学付属相模高等学校) 高校４位

1 武藤 亘輝 (桐蔭横浜大学) 大学１位

2 鳴海 勝成 (東海大学付属相模高等学校) 高校４位

高校１位

篠永 懸(桐蔭横浜大学)

堀田 力(桐蔭横浜大学)

5 石川 諒 (東海大学) 大学２位

6 谷 竜太 (相洋高等学校) 高校３位

3 樋口 大樹 (桐蔭横浜大学) 大学３位

4 山科 良悟 (東海大学付属相模高等学校) 高校２位

7 佐藤 幸輔 (桐蔭横浜大学) 大学４位

8 賀持 喜道 (桐蔭学園高等学校) 高校１位

7 髙橋 駿 (桐蔭横浜大学) 大学４位

8 佐藤 虎太郎 (桐蔭学園高等学校)

5 堀田 力 (桐蔭横浜大学) 大学２位

6 相澤 隼人 (日本大学高等学校) 高校３位

湯本 祥真(桐蔭学園高等学校)

牧山 力也(桐蔭横浜大学)

新井 雄士(日本大学高等学校)

相田 勇司(相洋高等学校)

相田 勇司(相洋高等学校)

新井 雄士(日本大学高等学校)

矢野 大輝(桐蔭横浜大学)

佐藤 虎太郎(桐蔭学園高等学校)

堀田 力(桐蔭横浜大学)

篠永 懸(桐蔭横浜大学)

山科 良悟(東海大学付属相模高等学校)

谷 竜太(相洋高等学校)

賀持 喜道(桐蔭学園高等学校)

武藤 亘輝(桐蔭横浜大学)

山科 良悟(東海大学付属相模高等学校)

谷 竜太(相洋高等学校)



男子90kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

男子100kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

男子100kg超級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

1 寺田 克己 (桐蔭横浜大学) 大学１位

2 鈴木 健也 (相洋高等学校) 高校４位

5 佐藤 翔馬 (桐蔭横浜大学) 大学２位

6 吉永 広海 (横浜高等学校) 高校３位

3 小原 健太 (桐蔭横浜大学) 大学３位

4 秦 七伎 (慶應義塾高等学校) 高校２位

1 立開 達也 (桐蔭横浜大学) 大学１位

2 浪花 優輝 (相洋高等学校) 高校４位

7 奥田 嵩人 (関東学院大学) 大学４位

8 村尾 三四郎 (桐蔭学園高等学校) 高校１位

5 沓形 宏太 (桐蔭横浜大学) 大学２位

6 髙山 康太 (桐蔭学園高等学校) 高校３位

3 戸﨑 碧海 (桐蔭横浜大学) 大学３位

4 榎田 大人 (東海大学付属相模高等学校) 高校２位

1 大場 悠斗 (桐蔭横浜大学) 大学１位

2 樋口 響介 (桐蔭学園高等学校) 高校４位

7 駒沢 佑馬 (桐蔭横浜大学) 大学４位

8 関根 聖隆 (桐蔭学園高等学校) 高校１位

5 佐野 世純 (桐蔭横浜大学) 大学２位

6 山本 銀河 (東海大学付属相模高等学校) 高校３位

3 大見 航雅 (神奈川大学) 大学３位

4 宮原 崚汰 (東海大学付属相模高等学校) 高校２位

7 　　　 　　　 大学４位

8 千野根 有我 (桐蔭学園高等学校) 高校１位

宮原 崚汰(東海大学付属相模高等学校)

佐野 世純(桐蔭横浜大学)

村尾 三四郎(桐蔭学園高等学校)

寺田 克己(桐蔭横浜大学)

佐藤 翔馬(桐蔭横浜大学)

小原 健太(桐蔭横浜大学)

浪花 優輝(相洋高等学校)

沓形 宏太(桐蔭横浜大学)

関根 聖隆(桐蔭学園高等学校)

榎田 大人(東海大学付属相模高等学校)

沓形 宏太(桐蔭横浜大学)

浪花 優輝(相洋高等学校)

小原 健太(桐蔭横浜大学)

佐藤 翔馬(桐蔭横浜大学)

千野根 有我(桐蔭学園高等学校)

大場 悠斗(桐蔭横浜大学)

佐野 世純(桐蔭横浜大学)

宮原 崚汰(東海大学付属相模高等学校)



女子44kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

女子48kg級 ※訂正 １回戦 3.本城選手の勝ち

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

女子52kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

1 深海 葉月 (三浦学苑高等学校)

2 小林 亜衣子 (白鵬女子高等学校)

5 金子 香佳 (三浦学苑高等学校)

1 五十嵐 莉子 (横須賀学院高等学校)

3 岩本 麻初 (日本大学藤沢高等学校)

4 山口 弘衣 (川崎市立東橘中学校)

2 勇 茉悠 (堅志会)

3 本城 悠日 (県立新羽高等学校)

4 柏葉 響 (白鵬女子高等学校)

5 石井 優香 (三浦学苑高等学校)

6 渡邉 愛子 (横須賀学院高等学校)

7 府川 遥 (立花学園高等学校)

8 片野 桃南 (横須賀学院高等学校)

9 植木 花乃 (日本大学藤沢高等学校)

10 常見 千紗 (桐蔭学園高等学校)

3 松坂 怜央 (日本大学藤沢高等学校)

4 長友 瑠奈 (桐蔭学園高等学校)

1 三浦 百香 (三浦学苑高等学校)

2 市川 みのり (相洋高等学校)

7 小宮山 由理 (三浦学苑高等学校)

8 寺嶋 沙耶 (三浦学苑高等学校)

5 遠藤 彩華 (横須賀学院高等学校)

6 鏑木 こはる (白鵬女子高等学校)

11 井上 実緒 (横須賀学院高等学校)

12 今野 衣久美 (桐蔭学園高等学校)

9 塩谷 友佳子 (光明学園相模原高等学校)

10 岩瀬 茉利 (横須賀学院高等学校)

13 馬場 彩子 (桐蔭横浜大学)

岩本 麻初(日本大学藤沢高等学校)

山口 弘衣(川崎市立東橘中学校)

金子 香佳(三浦学苑高等学校)

深海 葉月(三浦学苑高等学校)

山口 弘衣(川崎市立東橘中学校)

岩本 麻初(日本大学藤沢高等学校)

石井 優香(三浦学苑高等学校)

常見 千紗(桐蔭学園高等学校)

五十嵐 莉子(横須賀学院高等学校)

渡邉 愛子(横須賀学院高等学校)

常見 千紗(桐蔭学園高等学校)

石井 優香(三浦学苑高等学校)

小宮山 由理(三浦学苑高等学校)

寺嶋 沙耶(三浦学苑高等学校)

馬場 彩子(桐蔭横浜大学)

三浦 百香(三浦学苑高等学校)

小宮山 由理(三浦学苑高等学校)

寺嶋 沙耶(三浦学苑高等学校)



女子57kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

女子63kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

棄権

棄権

渡邉 聖子(横須賀学院高等学校)

寺田 宇多菜(桐蔭横浜大学)

石澤 千咲(三浦学苑高等学校)

山田 ひまわり(横須賀学院高等学校)

2 沼沢 佳苗 (光明学園相模原高等学校)

3 栗林 杏樹 (日本大学藤沢高等学校)

1 石岡 美樹 (三浦学苑高等学校)

6 込山 未菜 (相洋高等学校)

7 安田 七海 (湘南学院高等学校)

4 川本 瑠紀 (白鵬女子高等学校)

5 平野 伶奈 (横須賀学院高等学校)

10 永田 実由 (桐蔭学園高等学校)

11 小泉 咲恵 (湘南学院高等学校)

8 吉野 美貴子 (横須賀学院高等学校)

9 清水 みなみ (三浦学苑高等学校)

14 入江田 麗 (三浦学苑高等学校)

15 濵名 凪 (横須賀学院高等学校)

12 辻 桜子 (相洋高等学校)

13 堀 奈津希 (日本大学藤沢高等学校)

18 小泉 璃子 (白鵬女子高等学校)

19 甲斐 彩子 (三浦学苑高等学校)

16 齊藤 晏加 (立花学園高等学校)

17 田澤 真央 (相洋高等学校)

3 吉田 梨乃 (湘南学院高等学校)

4 鈴野 杏優 (横須賀学院高等学校)

1 渡邉 聖子 (横須賀学院高等学校)

2 掛田 葵 (白鵬女子高等学校)

7 石澤 千咲 (三浦学苑高等学校)

8 渡邊 明日香 (桐蔭学園高等学校)

5 志村 美咲 (立花学園高等学校)

6 佐藤 祐奈 (日本大学高高等学校)

11 初鹿野 佳奈 (三浦学苑高等学校)

12 相良 朋子 (湘南学院高等学校)

9 中村 耀 (日本大学藤沢高等学校)

10 山田 ひまわり (横須賀学院高等学校)

13 寺田 宇多菜 (桐蔭横浜大学)

石澤 千咲(三浦学苑高等学校)

山田 ひまわり(横須賀学院高等学校)

石岡 美樹(三浦学苑高等学校)

甲斐 彩子(三浦学苑高等学校)

入江田 麗(三浦学苑高等学校)

込山 未菜(相洋高等学校)

石岡 美樹(三浦学苑高等学校)

甲斐 彩子(三浦学苑高等学校)



女子70kg級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

女子78kg級

優勝

準優勝

女子78kg超級

優勝

第３位決定戦 準優勝

第３位

第４位

棄権

伊庭 ゆうか(三浦学苑高等学校)

石崎 菜実(白鵬女子高等学校)

佐々木 碧(白鵬女子高等学校)

金井 紗菜(立花学園高等学校)

佐藤 陽(三浦学苑高等学校)

佐々木 友香理(白鵬女子高等学校)

佐々木 碧(白鵬女子高等学校)

金井 紗菜(立花学園高等学校)

井上 明日香(横須賀学院高等学校)

野澤 知莉(桐蔭学園高等学校)

朝飛 七海(桐蔭学園高等学校)

朝飛 真実(桐蔭学園高等学校)

野澤 知莉(桐蔭学園高等学校)

井上 明日香(横須賀学院高等学校)

(光明学園相模原高等学校)

1 朝飛 七海 (桐蔭学園高等学校)

2 入澤 琴乃 (日本大学藤沢高等学校)

3 澁谷 知沙 (湘南学院高等学校)

4 小宮山 麻衣 (三浦学苑高等学校)

(桐蔭学園高等学校)

1 伊庭 ゆうか

井上 明日香 (横須賀学院高等学校)

6 朝飛 真実 (桐蔭学園高等学校)

7 金子 真畫 (立花学園高等学校)

5

8 藤森 夕樺 (横須賀学院高等学校)

9 竹川 穂香

5

3

4

1

2

佐藤 陽 (三浦学苑高等学校)

森島 菖夏 (横浜市立西谷中学校)

佐々木 碧 (白鵬女子高等学校)

金井 紗菜 (立花学園高等学校)

佐々木 友香理 (白鵬女子高等学校)

2 石崎 菜実 (白鵬女子高等学校)

(三浦学苑高等学校)

10 野澤 知莉


