
期期　　日日

会会　　場場

主主　　催催

【【男男子子】】 主主　　管管

【【女女子子】】

※※各各階階級級上上位位３３名名はは９９月月1111･･1122日日((土土･･日日））にに埼埼玉玉県県立立武武道道館館でで行行わわれれるる、、全全日日本本ジジュュニニアア柔柔道道体体重重別別選選手手権権大大会会にに出出場場。。

　　但但しし、、女女子子++7788級級ののみみ４４名名がが全全日日本本ジジュュニニアア柔柔道道体体重重別別選選手手権権大大会会にに出出場場。。((全全柔柔連連大大会会要要項項にによよりり))

山山科科　　雄雄也也

山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学

岩岩川川　　優優吾吾

井井田田　　侑侑希希

茨茨城城･･筑筑波波大大学学 埼埼玉玉･･埼埼玉玉栄栄高高校校 神神奈奈川川･･桐桐蔭蔭横横浜浜大大学学

森森　　　　心心晴晴 川川崎崎　　愛愛乃乃 中中田田　　杏杏子子

山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学 山山梨梨･･富富士士学学苑苑高高校校 埼埼玉玉･･淑淑徳徳大大学学

米米川川　　明明穂穂 新新井井　　万万央央 薮薮内内　　美美咲咲

千千葉葉･･木木更更津津総総合合高高校校

江江口口　　　　凜凜 渡渡邉邉　　彩彩香香

第第３３位位

氏氏名名((所所属属）） 氏氏名名((所所属属）） 氏氏名名((所所属属））

片片野野　　桃桃南南

６６００kkgg

第第２２位位

氏氏名名((所所属属））

第第３３位位

氏氏名名((所所属属））

神神奈奈川川･･東東海海大大学学付付属属相相模模高高校校 千千葉葉･･木木更更津津総総合合高高校校

７７３３kkgg

６６６６kkgg

木木原原　　慧慧登登

神神奈奈川川･･東東海海大大学学付付属属相相模模高高校校

熊熊谷谷　　一一起起 朝朝飛飛　　太太陽陽

山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学 神神奈奈川川･･東東海海大大学学付付属属相相模模高高校校

安安室室　　歩歩夢夢 楠楠　　　　怜怜二二

千千葉葉･･清清和和大大学学 千千葉葉･･清清和和大大学学

服服部部　　辰辰成成 大大松松﨑﨑彪彪貴貴

体体重重区区分分
第第１１位位

氏氏名名((所所属属））

８８１１kkgg
老老野野　　祐祐平平

千千葉葉･･帝帝京京平平成成大大学学

長長濱濱　　佑佑飛飛

埼埼玉玉･･埼埼玉玉栄栄高高校校

天天野野　　開開斗斗 林林　　　　大大地地

神神奈奈川川･･東東海海大大学学付付属属相相模模高高校校 山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学

小小畑畑　　大大樹樹 大大谷谷　　大大斗斗

茨茨城城･･筑筑波波大大学学 神神奈奈川川･･桐桐蔭蔭横横浜浜大大学学
９９００kkgg

埼埼玉玉･･埼埼玉玉栄栄高高校校 埼埼玉玉･･淑淑徳徳大大学学 埼埼玉玉･･淑淑徳徳大大学学

新新井井　　心心彩彩 松松本本　　麗麗華華 百百田田　　久久佳佳

甲甲木木　　　　碧碧

千千葉葉･･木木更更津津総総合合高高校校

６６３３kkgg
谷谷岡岡　　成成美美 田田代代　　美美風風 杉杉山山　　　　凛凛

茨茨城城･･筑筑波波大大学学 山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学 山山梨梨･･富富士士学学苑苑高高校校

４４８８kkgg

齋齋五五澤澤凌凌生生

最最上上　　蒔蒔芽芽 唐唐澤澤　　美美咲咲

埼埼玉玉･･淑淑徳徳大大学学 栃栃木木･･足足利利短短期期大大学学附附属属高高校校 群群馬馬･･常常磐磐高高校校

体体重重区区分分
第第１１位位 第第２２位位

埼埼玉玉･･埼埼玉玉栄栄高高校校

野野村村　　陽陽光光 橋橋口口　　佳佳尚尚

埼埼玉玉･･埼埼玉玉栄栄高高校校 山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学

新新井井　　道道大大

栃栃木木･･白白鷗鷗大大学学足足利利高高校校

福福田田　　大大晟晟

茨茨城城･･筑筑波波大大学学

本本田田　　和和也也

７７８８kkgg超超

７７８８kkgg

７７００kkgg
星星野野　　七七虹虹 田田嶋嶋　　海海佳佳 葛葛西西　　桃桃香香

神神奈奈川川･･桐桐蔭蔭学学園園高高校校 千千葉葉･･帝帝京京平平成成大大学学 千千葉葉･･千千葉葉県県立立八八千千代代高高校校

５５７７kkgg

５５２２kkgg

神神奈奈川川･･桐桐蔭蔭学学園園高高校校 山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学 埼埼玉玉･･埼埼玉玉県県立立児児玉玉高高校校

１１００００kkgg超超

１１００００kkgg
長長谷谷川川功功斉斉

茨茨城城･･筑筑波波大大学学

山山口口ののどどかか

山山梨梨･･富富士士学学苑苑高高校校

八八巻巻　　衣衣音音

山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学

佐佐野野　　仁仁哉哉

山山梨梨･･山山梨梨学学院院大大学学

第第４４位位

氏氏名名((所所属属））

小小池池　　優優芽芽

埼埼玉玉･･埼埼玉玉栄栄高高校校

山山北北　　朱朱莉莉

神神奈奈川川･･桐桐蔭蔭横横浜浜大大学学

橋橋本本　　瑠瑠音音

22002211年年度度

ＪＪＯＯＣＣジジュュニニアアオオリリンンピピッックク

関関東東ジジュュニニアア柔柔道道体体重重別別選選手手権権大大会会

兼兼　　全全日日本本関関東東地地区区予予選選会会

千千葉葉･･木木更更津津総総合合高高校校

篠篠崎崎　　英英夢夢

千千葉葉･･国国際際武武道道大大学学

有有瀬瀬　　心心里里

茨茨城城･･筑筑波波大大学学

神神奈奈川川･･横横浜浜高高校校

松松井井　　優優侍侍

茨茨城城･･つつくくばば秀秀英英高高校校

星星野野　　晃晃鷹鷹

千千葉葉･･帝帝京京平平成成大大学学

田田窪窪　　成成将将

茨茨城城･･筑筑波波大大学学

金金子子　　竜竜士士

神神奈奈川川･･東東海海大大学学付付属属相相模模高高校校

22002211 年年 77 月月 44 日日 (( 日日 ))

埼埼 玉玉 県県 立立 武武 道道 館館

関関 東東 柔柔 道道 連連 合合 会会

埼埼 玉玉 県県 柔柔 道道 連連 盟盟

第第４４位位

氏氏名名((所所属属））



2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

60kg級

敗者復活・３位決定戦

(背負投+背負投)

楠　　怜二

00s1/10s1 7:08

内股

山科　雄也

10/00s2 2:42

払腰

福田　大晟

10s1/00 3:02

肩固

楠　　怜二

00/02s2 3:47

五十嵐健太

01s1/00s1 5:06

小内刈

山科　雄也

10s1/00s3 2:17

反則負け(S3)

安室　歩夢

10s1/00s2 3:14

横四方固
五十嵐健太

01/00s1 4:00

小内巻込

真砂　勇陽

10/00s3 1:06

樽岡　葉太

00s2/10 5:16

一本背負投

安室　歩夢

00/10 1:16

横四方固

安室　歩夢

00/10 1:30

肩固

山科　雄也

00s3/10 5:42

反則負け(S3)

楠　　怜二

01s3/11s2 10:00

反則負け(S3)

11/00s2 3:26

送襟絞

楠　　怜二

10s1/00s3 8:44

反則負け(S3)

5:17

合せ技

(小内返+小内巻込)

福田　大晟

10/00 1:00

肩固

山科　雄也

11/00s1 3:44

大内刈

吉田　泰生

磯野隆太郎

4:00

背負投

樽岡　葉太

2:38

裏固

釘宮　太陽

深井　大里

6

1

上四方固

12

17

9

20

15

茨城･筑波大学① 福福 田田 大大 晟晟

大大 竹竹 崇崇 太太

山梨･山梨学院
大学⑥ 吉吉 田田 泰泰 生生

埼玉･大宮工業
高校3 深深 井井 大大 里里

山梨･山梨学院
大学4 山山 科科 雄雄 也也

群馬･上武大学2 渡渡 辺辺 心心 葉葉

神奈川･桐蔭横
浜大学7 山山 本本 義義 也也

茨城･茨城県立
牛久高校8 櫻櫻 井井 晟晟 滋滋

千葉･清和大学

栃木･白鷗大学
足利高校5

群馬･桐生第一
高校⑫ 金金 井井 拓拓 真真

神奈川･桐蔭横
浜大学13 酒酒 井井 龍龍 馬馬

楠楠 怜怜 二二

栃木･作新学院
高校10 田田 宮宮 令令 都都

埼玉･埼玉栄高
校11 磯磯 野野 隆隆 太太 郎郎

21 南南 澤澤 秀秀 行行

茨城･筑波大学19 釘釘 宮宮 太太 陽陽

栃木･白鷗大学
足利高校20 真真 砂砂 勇勇 陽陽

群馬･桐生第一
高校

01/10 1:07

10/00s3

千葉･清和大学9 楠楠 怜怜 二二

五五 十十 嵐嵐 健健 太太

山梨･山梨学院
大学14 樽樽 岡岡 葉葉 太太

栃木･白鷗大学
足利高校20 真真 砂砂 勇勇 陽陽

茨城･筑波大学1 福福 田田 大大 晟晟

山梨･山梨学院
大学6 吉吉 田田 泰泰 生生

神奈川･桐蔭学
園高校17

00s2/01

00s1/10

01s2/02s1

山本　義也

7:51

反則負け(S3)

16 安安 室室 歩歩 夢夢

神奈川･桐蔭学
園高校⑰ 五五 十十 嵐嵐 健健 太太

千葉･国際武道
大学18 川川 村村 海海 舟舟

山梨･山梨学院
大学14 樽樽 岡岡 葉葉 太太

埼玉･埼玉栄高
校15 小小 林林 弥弥 祐祐

千葉･清和大学

巴投

福田　大晟

10s2/00s1 8:46

反則負け(DH)

真砂　勇陽

00s1/01s2 4:00

反則負け(S3)

合せ技

9

※左が赤のﾎﾟｲﾝﾄ、右が白のﾎﾟｲﾝﾄ　10･02｢一本｣ 01｢技有｣ s1｢指導1｣ s2｢指導2｣



2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

66kg級

敗者復活・３位決定戦

大松﨑彪貴

10/00 0:50

横四方固
浅野　元輝

10/01 2:30 本田　和也
肩車 00/01 4:00

隅返

大松﨑彪貴

00/02 1:33 大松﨑彪貴
合せ技 10/00 6:32

(肩車+大外刈) 横四方固

2:51

横四方固

高田　顕矢

10/00s3 4:51

反則負け(S3)

背負投

浅野　元輝

00/01 6:33
岩川　優吾袖釣込腰
00/01 4:00

隅返
岩川　優吾

02/00 1:57
朝倉ジョージ 合せ技
00/01 5:04 岩川　優吾(袖釣込腰+大内刈)
小外掛 10/00

岩川　優吾背負投
00/10 8:09

背負投
新井　俊樹

01/11 3:50
新井　俊樹 背負投
00/10 4:54 新井　俊樹

背負投 10/00 3:19

大松﨑彪貴

00/01 4:00
大松﨑彪貴 巴投
10/00 4:15

裏投服部　辰成

02/00 1:05
内田　光星 合せ技
10/00s3 8:24 (袖釣込腰+隅返) 服部　辰成
反則負け(S3) 10/00 2:37

横四方固

合せ技

本田　和也 (背負投+背負投)

00/01 4:00

背負投 服部　辰成

00/10 1:53

和田　静偉

10s2/00s3 5:28
武藤　　翼 反則負け(S3)
00/01 4:48 本田　和也

小外掛 00/02 1:30

神奈川･横浜高
校5 本本 田田 和和 也也

新新 井井 俊俊 樹樹

千葉･清和大学16 浅浅 野野 元元 輝輝

山梨･山梨学院
大学20 高高 田田 顕顕 矢矢

埼玉･埼玉栄高
校1 和和 田田 静静 偉偉

千葉･木更津総
合高校10 大大 松松 﨑﨑 彪彪 貴貴

群馬･常磐高校14

20 20 高高 田田 顕顕 矢矢

埼玉･平成国際
大学21 平平 下下 麗麗 王王

群馬･上武大学19 朝朝倉倉ジジ ョョ ーー ジジ

山梨･山梨学院
大学

17 ⑰ 岩岩 川川 優優 吾吾

神奈川･桐蔭横
浜大学18 鈴鈴 鹿鹿 功功 織織

栃木･白鷗大学
足利高校15 15 近近 藤藤 大大 輝輝

千葉･清和大学16 浅浅 野野 元元 輝輝

千葉･木更津総
合高校

茨城･流通経済
大学7 内内 田田 光光 星星

埼玉･平成国際
大学8

山梨･山梨学院
大学13 河河 本本 侑侑 大大

群馬･常磐高校14 新新 井井 俊俊 樹樹

11 岩岩 井井 陽陽 介介

遠遠 山山 真真 央央

茨城･筑波大学12

神奈川･東海大
学付属相模高校6 ⑥ 服服 部部 辰辰 成成

⑫ 大大 塚塚 功功 太太 郎郎

千葉･木更津総
合高校10 大大 松松 﨑﨑 彪彪 貴貴

栃木･白鷗大学
足利高校

群馬･上武大学9 沢沢 里里 頼頼

1 1 和和 田田 静静 偉偉

神奈川･横浜高
校

栃木･西川道場3 武武 藤藤 翼翼

茨城･筑波大学2 筬筬 島島 荘荘 一一 朗朗

埼玉･埼玉栄高
校

5 本本 田田 和和 也也

山梨･山梨学院
大学4 益益 井井 光光 心心

9

※左が赤のﾎﾟｲﾝﾄ、右が白のﾎﾟｲﾝﾄ　10･02｢一本｣ 01｢技有｣ s1｢指導1｣ s2｢指導2｣



2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

73kg級

敗者復活・３位決定戦

(大内刈+小外刈)

朝飛　太陽

00s3/10s2 16:48

反則負け(S3)
倉橋　恭平

00/10 1:10 朝飛　太陽
肩車 01s2/02 10:12

合せ技

00/01s1 4:00 松井　優侍
一本背負投 10s2/00s2 6:37

一本背負投

内股

倉橋　恭平

01s1/00s2 8:16

肩固

松井　優侍

岡崎　龍丸 反則負け(S3)
10/01s2 3:01 旭 　 征哉

縦四方固 10/00 1:27

腕緘

木原　慧登

00/10 0:00
木原　慧登不戦勝ち
01s1/00s2 7:16

小内巻込
旭 　 征哉

10s1/00s3 4:40

木原　慧登袖釣込腰
00s3/10s2 9:47

反則負け(S3)
高野　海翔

01s2/00s2 8:45
夏目　湧太 背負落
00/01s2 4:00 木原　慧登

内股 00/10 1:56

朝飛　太陽
小内刈 01s1/00s2 7:30

隅落

松井　優侍

00s3/10s1 7:28
松井　優侍 反則負け(S3)
00s1/10 2:56

熊谷　一起

10s1/00s3 12:14

反則負け(S3)朝飛　太陽

01s1/00 4:34

熊谷　一起

裏投 01s3/11s2 10:14

反則負け(S3)

熊谷　一起

千葉･習志野市
立習志野高校1 後後 藤藤 颯颯 太太

茨城･つくば秀
英高校11 松松 井井 優優 侍侍

茨城･筑波大学17

後藤　颯太

10/00s1 2:48
滝本　大翔 体落
01s1/00s1 6:39

00s2/01s1 4:00

小内巻込

関塚　蒼介 大内刈
01/00 10:03

神奈川･東海大
学付属相模高校6 朝朝 飛飛 太太 陽陽

旭旭 征征 哉哉

栃木･白鷗大学
足利高校12 高高 野野 海海 翔翔

山梨･山梨学院
大学20 倉倉 橋橋 恭恭 平平

20 20 倉倉 橋橋 恭恭 平平

埼玉･平成国際
大学21 白白 川川 真真 生生

栃木･國學院大
學栃木高校19 小小 川川 泰泰 生生

山梨･山梨学院
大学

旭旭 征征 哉哉

千葉･清和大学18 岡岡 崎崎 龍龍 丸丸

群馬･上武大学15 15 新新 福福 大大 空空

神奈川･東海大
学付属相模高校16 木木 原原 慧慧 登登

茨城･筑波大学17 ⑰

6 神奈川･東海大
学付属相模高校⑥ 朝朝 飛飛 太太 陽陽

竹竹 吉吉 一一 樹樹

千葉･帝京平成
大学7 関関 塚塚 蒼蒼 介介

群馬･常磐高校8

山梨･山梨学院
大学13 村村 上上 暢暢 章章

茨城･筑波大学14 夏夏 目目 湧湧 太太

11 松松 井井 優優 侍侍

栃木･白鷗大学
足利高校12 ⑫ 高高 野野 海海 翔翔

栃木･作新学院
高校10 白白 沢沢 宗宗 大大

茨城･つくば秀
英高校

埼玉･埼玉栄高
校9 五五 十十 嵐嵐 雅雅 人人

1 ① 後後 藤藤 颯颯 太太

山梨･山梨学院
大学

埼玉･埼玉栄高
校3 西西 山山 一一 心心

神奈川･東海大
学付属相模高校2 滝滝 本本 大大 翔翔

千葉･習志野市
立習志野高校

5 熊熊 谷谷 一一 起起

群馬･上武大学4 藤藤 林林 拓拓 実実
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※右が赤のﾎﾟｲﾝﾄ、右が白のﾎﾟｲﾝﾄ　10･02｢一本｣ 01｢技有｣ s1｢指導1｣ s2｢指導2｣



2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

81kg級

敗者復活・３位決定戦

林　　大地

02/00s1 4:09

合せ技
原　　海人 (袖釣込腰+崩上四方固)

00/10 0:17 星野　晃鷹
小外刈 00/01s1 4:00

一本背負投

11s1/01s3 9:19 林　　大地
反則負け(S3) 00/01 4:00

内股

後袈裟固

天野　開斗

10/00 1:47

送襟絞

野口　貴幸

福田真大朗 肩固
00s1/01s1 4:57 天野　開斗

背負投 00/10 1:12

内股

林　　大地

02/00s1 4:06
天野　開斗合せ技
00/10 0:53(大外刈+崩上四方固)
肩固

原　　海人

10/00 1:31

老野　祐平大内刈
10s1/00s3 9:45

反則負け(S3)
川村　　岳

00s1/10s2 5:43
川村　　岳 横四方固

00s1/10s1 3:55 林　　大地

内股すかし 00s1/11s1 2:00

星野　晃鷹
内股 01s1/00s1 4:00

一本背負投

鈴木　郷生

00s3/10s1 4:50
鈴木　郷生 反則負け(S3)
00/10 0:19

老野　祐平

11/00 2:13

腕挫十字固星野　晃鷹

00/01 4:00

老野　祐平

払巻込 10/00 0:14

小外刈

野口　貴幸

神奈川･桐蔭横
浜大学4 野野 口口 貴貴 幸幸

山梨･山梨学院
大学11 鈴鈴 木木 郷郷 生生

山梨･山梨学院
大学15

老野　祐平

10/00 2:10
天野　隆希 谷落
00/10 1:42

10s2/00s3 6:02

反則負け(S3)

星野　晃鷹 背負投
01/00 4:00

千葉･帝京平成
大学7 星星 野野 晃晃 鷹鷹

林林 大大 地地

千葉･清和大学14 川川 村村 岳岳

埼玉･埼玉栄高
校17 原原 海海 人人

20 20 天天 野野 開開 斗斗

群馬･群馬県立
高崎高校21 オオゾゾエエメメナナソソププルル涼涼太太

栃木･作新学院
高校19 福福 田田 真真 大大 朗朗

神奈川･東海大
学付属相模高校

原原 海海 人人

茨城･流通経済
大学18 市市 川川 晴晴 隆隆

山梨･山梨学院
大学15 15 林林 大大 地地

埼玉･大宮工業
高校16 椙椙 田田 龍龍 之之 介介

埼玉･埼玉栄高
校17 ⑰

6 群馬･上武大学⑥ 菅菅 原原 大大 空空

川川 島島 璃璃 久久

千葉･帝京平成
大学7 星星 野野 晃晃 鷹鷹

栃木･足利高校8

群馬･上武大学13 鹿鹿 又又 大大 温温

千葉･清和大学14 川川 村村 岳岳

11 鈴鈴 木木 郷郷 生生

栃木･白鷗大学
足利高校12 ⑫ 岸岸 田田 耕耕 平平

神奈川･東海大
学付属相模高校10 柿柿 木木 拓拓 磨磨

山梨･山梨学院
大学

茨城･流通経済
大学9 渡渡 邊邊 広広 海海

1 ① 老老 野野 祐祐 平平

茨城･流通経済
大学

山梨･山梨学院
大学3 天天 野野 隆隆 希希

埼玉･平成国際
大学2 佐佐々々木木弥弥希希哉哉

千葉･帝京平成
大学

5 佐佐 藤藤 隆隆

神奈川･桐蔭横
浜大学4 野野 口口 貴貴 幸幸
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

90kg級

敗者復活・３位決定戦

(大外刈+袈裟固)

大谷　大斗

00s1/02s1 3:07

合せ技
山口　璃空 (払腰+崩袈裟固)
00/02 2:04 大谷　大斗

合せ技 00/02 1:58
(袖釣込腰+大腰) 合せ技

00s1/10 4:35 田窪　成将
払腰 00/02 2:17

合せ技

(小外刈+横四方固)

大腰

田窪　成将

00s3/10 5:56

反則負け(S3)

芳岡　大輝

新井　　匠 崩袈裟固
00/10 5:23 田窪　成将

背負投 00s2/10s1 4:42

大外刈

中村　瑞輝

01s2/00s1 4:00
小畑　大樹大内刈
02/00 2:44

合せ技
山口　璃空 (払腰+隅返)
01/00s2 4:00

長濱　佑飛合せ技
02/00 1:24(内股+内股)

合せ技
小畑　大樹 (大内刈+大外刈)
10/00s1 1:44

矢野　治凱 袖釣込腰
10/00 0:00 小畑　大樹

不戦勝ち 10/00 0:48

大谷　大斗
大腰 10s1/00s1 8:11

小外刈

芳岡　大輝

10/00s1 3:34
片山　　涼 内股
00/02 1:54

長濱　佑飛

01/00s2 4:00

大腰大谷　大斗

00/10 0:20

長濱　佑飛(背負投+背負投)
合せ技 01/00 4:00

(内股+袈裟固) 大外刈

横田　　陸

山梨･山梨学院
大学5 横横 田田 陸陸

千葉･東海大学
付属浦安高校9 芳芳 岡岡 大大 輝輝

茨城･筑波大学21

長濱　佑飛

02/00 1:40
上田 夏也人 合せ技
00/02 1:18

00/01 4:00

背負投

大谷　大斗 払腰
10/00s2 2:57

神奈川･桐蔭横
浜大学7 大大 谷谷 大大 斗斗

田田 窪窪 成成 将将

栃木･國學院大
學栃木高校15 中中 村村 瑞瑞 輝輝

神奈川･桐蔭横
浜大学17 山山 口口 璃璃 空空

20 20 松松 本本 凌凌

茨城･筑波大学21 田田 窪窪 成成 将将

千葉･帝京平成
大学19 新新 井井 匠匠

山梨･山梨学院
大学

山山 口口 璃璃 空空

群馬･上武大学18 木木 村村 誠誠

栃木･國學院大
學栃木高校15 15 中中 村村 瑞瑞 輝輝

埼玉･武南高校16 國國 松松 駿駿 登登

神奈川･桐蔭横
浜大学17 ⑰

6 群馬･上武大学⑥ 花花 岡岡 剣剣

津津 端端 洸洸

神奈川･桐蔭横
浜大学7 大大 谷谷 大大 斗斗

茨城･流通経済
大学8

山梨･山梨学院
大学13 矢矢 野野 治治 凱凱

千葉･木更津総
合高校14 小小 林林 開開 道道

11 片片 山山 涼涼

茨城･筑波大学12 ⑫ 小小 畑畑 大大 樹樹

埼玉･埼玉栄高
校10 窪窪 田田 聖聖 英英

栃木･國學院大
學栃木高校

千葉･東海大学
付属浦安高校9 芳芳 岡岡 大大 輝輝

1 ① 長長 濱濱 佑佑 飛飛

山梨･山梨学院
大学

神奈川･東海大
学付属相模高校3 上上 田田 夏夏 也也 人人

栃木･白鷗大学
足利高校2 小小 林林 裕裕 史史

埼玉･埼玉栄高
校

5 横横 田田 陸陸

群馬･上武大学4 森森 永永 隆隆 盛盛
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

100kg級

敗者復活・３位決定戦

新井　道大

10/00s3 5:31

反則負け(S3)
梶原　大裕

02/00s1 1:49 金子　竜士
合せ技 00s3/10s2 4:20

(肩車+大外刈) 反則負け(S3)

00/10s1 0:53 新井　道大
内股 00s1/10s1 4:10

内股すかし

合せ技

長谷川功斉 (小外刈+縦四方固)

10/00s3 2:37

反則負け(S3)

伊津見　章

小林　龍矢 大外刈
00/01 4:00 長谷川功斉

払腰 00/02 0:52

払腰

新井　道大

02/00 1:14
長谷川功斉合せ技
00/02 4:00(払腰+横四方固)
合せ技

三谷　雄大 (小外刈+縦四方固)
10s1/00s1 1:49

長谷川功斉合せ技
01/10s1 2:20(裏投+小外刈)
内股すかし

梶原　大裕

10/00 3:10
杣野　翔太 大外刈
01s1/00s1 8:01 新井　道大

大外刈 00/01 6:40

齋五澤凌生
小外掛 11/00 0:47

内股

伊津見　章

10/00s2 1:35
原　　凪人 大外刈
00/02 1:30

齋五澤凌生

00/10 3:35

大外刈齋五澤凌生

02/00 1:40

金子　竜士

合せ技 00s1/10 2:34

(大外刈+横四方固) 内股

金子　竜士

群馬･前橋商業
高校1 森森 田田 怜怜

山梨･山梨学院
大学9 伊伊 津津 見見 章章

埼玉･埼玉栄高
校15

森田　　怜

01s2/00s2 9:34
矢島　圭大 肩車
02/00 0:29

10/00s3 6:32

反則負け(S3)

田中　航太 合せ技
10/00s2 6:20 (小内巻込+支釣込足)

神奈川･東海大
学付属相模高校4 金金 子子 竜竜 士士

新新 井井 道道 大大

千葉･帝京平成
大学12 梶梶 原原 大大 裕裕

神奈川･桐蔭横
浜大学17 三三 谷谷 雄雄 大大

20 20 長長 谷谷 川川 功功 斉斉

群馬･上武大学21 長長 谷谷 川川 慶慶 斗斗

千葉･清和大学19 小小 林林 龍龍 矢矢

茨城･筑波大学

三三 谷谷 雄雄 大大

山梨･山梨学院
大学18 武武 平平 和和 義義

埼玉･埼玉栄高
校15 15 新新 井井 道道 大大

栃木･白鷗大学
足利高校16 萩萩 原原 魁魁 聖聖

神奈川･桐蔭横
浜大学17 ⑰

6 栃木･白鷗大学
足利高校⑥ 齋齋 五五 澤澤 凌凌 生生

林林 旺旺 佑佑

茨城･筑波大学7 田田 中中 航航 太太

千葉･木更津総
合高校8

茨城･流通経済
大学13 杣杣 野野 翔翔 太太

群馬･上武大学14 小小 林林 隼隼

11 原原 凪凪 人人

千葉･帝京平成
大学12 ⑫ 梶梶 原原 大大 裕裕

神奈川･相洋高
校10 岡岡 健健

埼玉･埼玉栄高
校

山梨･山梨学院
大学9 伊伊 津津 見見 章章

1 1 森森 田田 怜怜

山梨･山梨学院
大学

栃木･國學院大
學栃木高校3 西西 村村 皓皓 介介

埼玉･平成国際
大学2 矢矢 島島 圭圭 大大

群馬･前橋商業
高校

5 宗宗 石石 聖聖 音音

神奈川･東海大
学付属相模高校4 金金 子子 竜竜 士士
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+100kg級

敗者復活・３位決定戦

橋口　佳尚

00s3/10s1 6:00

反則負け(S3)
橋口　佳尚

01s2/00s1 4:57 橋口　佳尚
隅返 01s1/00s1 4:00

肩車

01s1/00s1 5:30 佐野　仁哉
帯取返 10/00 1:00

大腰

(小外刈+横四方固) 払腰

甲木　　碧

10/00s2 4:12

裏投

佐野　仁哉

小林　大輝 大内刈
00/02 0:32 甲木　　碧

合せ技 00s1/10 1:53

横四方固

橋口　佳尚

10s2/00s3 4:22
甲木　　碧反則負け(S3)

00s1/02s1 2:23

合せ技
斎藤　颯太 (大内刈+内股返)
10/01 1:23

甲木　　碧合せ技
00s2/01s1 4:00(支釣込足+横四方固)

隅落
尼田光志朗

02/01 3:20
野口　綱太 合せ技
10/00 0:06 尼田光志朗(小外掛+縦四方固)

内股 10s1/00 4:02

村岡　英哉
反則負け(S3) 10s1/00s3 8:13

反則負け(S3)

東家　瑞貴

00/01s1 4:00
東家　瑞貴 大内返
02/00 0:31

野村　陽光

10/00s2 6:32

払腰村岡　英哉

01s2/00s2 4:00

野村　陽光

内股 02s1/00s1 1:52

合せ技

佐野　仁哉 (払腰+袈裟固)

山梨･山梨学院
大学4 佐佐 野野 仁仁 哉哉

山梨･山梨学院
大学10 東東 家家 瑞瑞 貴貴

神奈川･東海大
学付属相模高校12

野村　陽光

11/00 1:26
佐藤   　亨 払腰
00s1/10 1:09

01s2/00s1 4:00

帯取返

川高　海優 大内刈
10s2/00s3 6:04

茨城･筑波大学6 村村 岡岡 英英 哉哉

尼尼 田田 光光 志志 朗朗

山梨･山梨学院
大学15 橋橋 口口 佳佳 尚尚

栃木･白鷗大学
足利高校17 斎斎 藤藤 颯颯 太太

20 20 甲甲 木木 碧碧

埼玉･埼玉栄高
校21 中中 井井 貴貴 道道

茨城･流通経済
大学19 小小 林林 大大 輝輝

千葉･木更津総
合高校

斎斎 藤藤 颯颯 太太

群馬･上武大学18 今今 田田 來來 希希

山梨･山梨学院
大学15 15 橋橋 口口 佳佳 尚尚

群馬･上武大学16 諸諸 田田 大大 河河

栃木･白鷗大学
足利高校17 ⑰

6 茨城･筑波大学⑥ 村村 岡岡 英英 哉哉

手手 塚塚 春春 太太 朗朗

千葉･国際武道
大学7 川川 高高 海海 優優

神奈川･東海大
学付属相模高校8

千葉･帝京平成
大学13 野野 口口 綱綱 太太

埼玉･平成国際
大学14 青青 砥砥 雄雄 太太

11 石石 塚塚 航航 太太

神奈川･東海大
学付属相模高校12 ⑫ 尼尼 田田 光光 志志 朗朗

山梨･山梨学院
大学10 東東 家家 瑞瑞 貴貴

栃木･白鷗大学
足利高校

群馬･上武大学9 中中 島島 亮亮

1 ① 野野 村村 陽陽 光光

神奈川･桐蔭横
浜大学

茨城･流通経済
大学3 佐佐 藤藤 亨亨

栃木･國學院大
學栃木高校2 長長 江江 雄雄 大大

埼玉･埼玉栄高
校

5 釘釘 本本 陸陸

山梨･山梨学院
大学4 佐佐 野野 仁仁 哉哉

9

※左が赤のﾎﾟｲﾝﾄ、右が白のﾎﾟｲﾝﾄ　01･02｢一本｣ 01｢技有｣ s1｢指導1｣ s2｢指導2｣



2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

48kg級

敗者復活・３位決定戦

(小外刈+崩袈裟固)

(一本背負投+袖釣込腰)

唐澤　美咲

00s1/01s1 4:00

背負投
唐澤　美咲

02/00 1:20 唐澤　美咲
合せ技 02/00 0:47

(大内刈+横四方固) 合せ技

増本　遥日

00/10 0:39 小池　優芽
小外刈 00s1/02 1:55

合せ技

4:00

大内刈

最上　蒔芽

02s1/00 3:26

合せ技

(小内刈+大腰)

袖釣込腰

唐澤　美咲

02/00s1 3:30
最上　蒔芽合せ技
00/10 0:36(背負投+横四方固)
大内刈

荻原　杏菜

00s3/10 3:10
荻原　杏菜 反則負け(S3)
00/10 0:00 最上　蒔芽

不戦勝ち 00s1/01

片野　桃南合せ技
11/00s1 1:20(小内刈+小内刈)

内股
小池　優芽

00/10 0:00
小池　優芽 不戦勝ち
01/00 4:00 小池　優芽

背負投 01/00 4:00

増本　遥日

10/00s1 3:00
後藤　美月 横四方固
00s1/02 3:47

反則負け(S3)片野　桃南

00/10 0:00
片野　桃南 不戦勝ち
11/00 1:17 片野　桃南

内股 10/00s2 2:46

大内刈

背負投

佐藤　颯姫

01s1/00 4:00

大内刈 片野　桃南

00s3/10 1:52

池田　湖音

01s1/00s2 4:00
里吉　優希 内股
00s2/01s1 5:52 池田　湖音

一本背負投 10/00s1 1:07

埼玉･埼玉栄高
校1 池池 田田 湖湖 音音

4

小小 池池 優優 芽芽

群馬･常磐高校15 唐唐 澤澤 美美 咲咲

千葉･国際武道
大学19 荻荻 原原 杏杏 菜菜

神奈川･横須賀
学院高校4 佐佐 藤藤 颯颯 姫姫

千葉･国際武道
大学9 増増 本本 遥遥 日日

埼玉･埼玉栄高
校13

20 20 最最 上上 蒔蒔 芽芽

神奈川･三浦学
苑高校21 濵濵 口口 結結 実実

千葉･国際武道
大学19 荻荻 原原 杏杏 菜菜

栃木･足利短期
大学附属高校

鈴鈴 木木 そそ らら

茨城･水戸葵陵
高校18 柏柏 春春

群馬･常磐高校15 15 唐唐 澤澤 美美 咲咲

栃木･國學院大
學栃木高校16 高高 橋橋 りり かか

山梨･富士学苑
高校17 ⑰

埼玉･埼玉栄高
校13 小小 池池 優優 芽芽

神奈川･横須賀
学院高校14 藤藤 島島 歩歩 未未

11

茨城･水戸葵陵
高校6 ⑥ 坂坂 口口 涼涼 華華

関関 ここ ここ みみ

茨城･茨城県立
牛久高校5 勝勝 村村 美美 南南

埼玉･淑徳大学7 片片 野野 桃桃 南南

栃木･作新学院
高校8

山梨･富士学苑
高校12 ⑫ 西西 ノノ 内内 智智 優優

山梨･山梨学院
大学10 荒荒 井井 玲玲 香香

群馬･前橋育英
高校

千葉･国際武道
大学9 増増 本本 遥遥 日日

後後 藤藤 美美 月月

1 ① 池池 田田 湖湖 音音

神奈川･横須賀
学院高校

千葉･千葉県立
八千代高校3 里里 吉吉 優優 希希

群馬･群馬県立
前橋東高校2 金金 子子 瑠瑠 那那

埼玉･埼玉栄高
校

4 佐佐 藤藤 颯颯 姫姫
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

52kg級

敗者復活・３位決定戦

百田　久佳

00/01 4:00

小外掛
丹野　桃世

02s2/00s1 3:11 百田　久佳
合せ技 00s3/10 6:58

(払腰+大外刈) 反則負け(S3)

10/00 5:15 山北　朱莉
横四方固 00/02 1:24

合せ技

(大外刈+横四方固)

合せ技

有松　音咲 (浮腰+払腰)

10/00s3 4:56

反則負け(S3)

舩山 葵音

筑波　　桜 内股
10/00 0:00 山北　朱莉

不戦勝ち 02/00s1 3:45

反則負け(S3)

丹野　桃世

00/10 3:50
松本　麗華横四方固
10/00 2:32

大内刈
山北　朱莉

10/00 0:30

新井　心彩不戦勝ち
02/00s1 2:20

合せ技
松本　麗華 (大内刈+袈裟固)
00/10 0:00

松本　麗華 不戦勝ち
00/01 4:00 松本　麗華

大外返 10/00s3 3:50

百田　久佳
横四方固 00/10 1:57

横四方固

百田　久佳

00/02 1:50
百田　久佳 合せ技
00/10 0:00 (払腰+横四方固)

新井　心彩

(隅落+縦四方固) 02s1/00s1 2:22

合せ技福元　稲穂
(大外刈+横四方固)00/10 0:00

新井　心彩(内股+横四方固)
合せ技 02/00 0:52

(払腰+横四方固) 合せ技

舩山 葵音 (大外刈+袈裟固)

神奈川･桐蔭学
園高校5 舩舩 山山 葵葵 音音

神奈川･横須賀
学院高校8 福福 元元 稲稲 穂穂

神奈川･桐蔭横
浜大学17

新井　心彩

02/00s1 3:40
濵岡あかり 合せ技
02s1/00s1 7:36

00/02 1:51

合せ技

福元　稲穂 不戦勝ち
00/10 2:00

埼玉･淑徳大学11 百百 田田 久久 佳佳

山山 北北 朱朱 莉莉

群馬･上武大学16 丹丹 野野 桃桃 世世

千葉･帝京平成
大学20 有有 松松 音音 咲咲

20 20 有有 松松 音音 咲咲

栃木･國學院大
學栃木高校21 山山 岸岸 心心 音音

山梨･山梨学院
大学19 髙髙 屋屋 歌歌 鈴鈴

千葉･帝京平成
大学

17 ⑰ 山山 北北 朱朱 莉莉

茨城･土浦日本
大学高校18 筑筑 波波 桜桜

茨城･下館工業
高校15 15 藤藤 田田 来来 羽羽

群馬･上武大学16 丹丹 野野 桃桃 世世

神奈川･桐蔭横
浜大学

神奈川･横須賀
学院高校8 福福 元元 稲稲 穂穂

千葉･千葉県立
鎌ヶ谷高校7

山梨･富士学苑
高校13 大大 久久 保保 藍藍

埼玉･淑徳大学14 松松 本本 麗麗 華華

11 百百 田田 久久 佳佳

栃木･足利短期
大学附属高校

水水 島島 月月

12 ⑫ 山山 中中 柚柚 稀稀

栃木･國學院大
學栃木高校10 増増 渕渕 ささ くく らら

埼玉･淑徳大学

山梨･山梨学院
大学9 古古 里里 幸幸 永永 羽羽

群馬･前橋育英
高校6 ⑥ 小小 林林 美美 結結

5 舩舩 山山 葵葵 音音

茨城･つくば国
際大学高校4 小小 川川 みみ やや びび

1 ① 新新 井井 心心 彩彩

神奈川･桐蔭学
園高校

群馬･前橋育英
高校3 関関 口口 凜凜

千葉･千葉県立
八千代高校2 濵濵 岡岡 ああ かか りり

埼玉･埼玉栄高
校
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

57kg級

敗者復活・３位決定戦

井田　侑希

10/00 0:32

袖釣込腰
橋本　瑠音

10/00 0:37 橋本　瑠音
袈裟固 10/00 1:00

大内刈

00/10 3:57 井田　侑希
背負投 00s1/10 2:54

大腰

払腰

福島　万尋

00/01 4:00

崩袈裟固

林田　真桜

亀田　采里 袈裟固
10s1/00s1 4:00 渡邉　彩香

袈裟固 10/00 0:09

一本背負投

橋本　瑠音

10/00 1:34
渡邉　彩香大外刈
00/10 2:58

内股
渡邉　彩香

10/00s1 1:18

江口　　凜背負投
01/00 4:00

大外刈
井田　侑希

10/00 1:00
枠谷　陽奈 袖釣込腰
00/10 1:29 井田　侑希

袈裟固 10/01 2:58

竹中　真琴
上四方固 10s1/00s1 2:50

袈裟固

林田　真桜

00/10s2 5:01
林田　真桜 払腰
00/11 1:15

江口　　凜

10/00 5:40

崩上四方固竹中　真琴

00s1/01s1 4:00

江口　　凜

内股 10/00s2 3:05

横四方固

福島　希花

群馬･常磐高校4 福福 島島 希希 花花

埼玉･淑徳大学11 林林 田田 真真 桜桜

埼玉･埼玉県立
児玉高校12

江口　　凜

10/00 1:33
島野　芽李 袈裟固
00s2/01 4:00

11s1/00 3:18

背負投

竹中　真琴 大腰
10/00s1 2:59

山梨･富士学苑
高校7 竹竹 中中 真真 琴琴

井井 田田 侑侑 希希

千葉･木更津総
合高校15 橋橋 本本 瑠瑠 音音

茨城･下館工業
高校21 福福 島島 万万 尋尋

20 20 國國 分分 ひひ なな たた

茨城･下館工業
高校21 福福 島島 万万 尋尋

神奈川･横須賀
学院高校19 青青 木木 心心 音音

栃木･足利短期
大学附属高校

17 ⑰ 渡渡 邉邉 彩彩 香香

千葉･国際武道
大学18 亀亀 田田 采采 里里

千葉･木更津総
合高校15 15 橋橋 本本 瑠瑠 音音

栃木･足利短期
大学附属高校16 石石 川川 星星

山梨･山梨学院
大学

神奈川･法政大
学第二高校8 髙髙 橋橋 歩歩 夢夢

山梨･富士学苑
高校7

群馬･群馬県立
前橋東高校13 山山 﨑﨑 瑛瑛 絵絵

山梨･山梨学院
大学14 枠枠 谷谷 陽陽 奈奈

11 林林 田田 真真 桜桜

埼玉･埼玉県立
児玉高校

竹竹 中中 真真 琴琴

12 ⑫ 井井 田田 侑侑 希希

栃木･宇都宮短
期大学附属高校10 藤藤 田田 丹丹 瑚瑚

埼玉･淑徳大学

茨城･茨城県立
牛久高校9 星星 采采 伽伽

群馬･前橋育英
高校6 ⑥ 長長 岡岡 采采 枝枝

5 新新 田田 美美 来来

群馬･常磐高校4 福福 島島 希希 花花

1 ① 江江 口口 凜凜

千葉･国際武道
大学

埼玉･埼玉栄高
校3 島島 野野 芽芽 李李

茨城･茨城県立
牛久高校2 鴻鴻 巣巣 祐祐 奈奈

神奈川･桐蔭学
園高校
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

63kg級

敗者復活・３位決定戦

杉山　　凛

02/00s1 2:39

合せ技
櫻井　未稀 (大内刈+横四方固)
10/00 2:42 篠崎　英夢
上四方固 00/11 3:51

小内刈

00/10 1:08 杉山　　凛
大腰 10/00 1:30

縦四方固

肩固

佐藤　七海

02/00 1:46

合せ技

(小外刈+横四方固)

杉山　　凛

田代　美風 肩固
00/10 1:10 田代　美風

肩固 10/00 1:27

横四方固

小山　遥佳

10s1/01 2:38
田代　美風肩固
00s2/01s2 4:00

払巻込
田代　美風

00/10 4:00

谷岡　成美払腰
01/00s1 4:00

大外刈
櫻井　未稀

00/10 1:23
櫻井　未稀 横四方固
10s1/00s3 6:58 小山　遥佳

反則負け(S3) 00/10s2 6:31

谷岡　成美
横四方固 00/10 1:37

袈裟固

谷岡　成美

02/00 1:58
西田　朱里 合せ技
00s1/01 6:24 (大外刈+袈裟固)

谷岡　成美

00s2/02s1 3:22

合せ技杉山　　凛
(払巻込+袈裟固)01/00s2 4:00

篠崎　英夢

内股 01s1/00 4:00

小内巻込

中村　廣海

群馬･前橋育英
高校4 中中 村村 廣廣 海海

山梨･富士学苑
高校6 杉杉 山山 凛凛

神奈川･桐蔭横
浜大学15

篠崎　英夢

01/00s1 6:02
中島　芽愛 小外刈
00s1/10 3:17

10/00 0:00

不戦勝ち

千葉まなみ 内股
10/00s1 2:12

千葉･国際武道
大学1 篠篠 崎崎 英英 夢夢

小小 山山 遥遥 佳佳

山梨･山梨学院
大学13 櫻櫻 井井 未未 稀稀

埼玉･平成国際
大学20 佐佐 藤藤 七七 海海

20 20 佐佐 藤藤 七七 海海

神奈川･桐蔭学
園高校21 上上 野野 明明 日日 香香

山梨･山梨学院
大学19 田田 代代 美美 風風

埼玉･平成国際
大学

17 ⑰ 權權 田田 明明 亜亜

群馬･上武大学18 廣廣 瀬瀬 ささ くく らら

神奈川･桐蔭横
浜大学15 15 小小 山山 遥遥 佳佳

茨城･牛久高校16 氷氷 見見 ひひ なな

栃木･足利短期
大学附属高校

栃木･國學院大
學栃木高校8 今今 田田 菜菜 摘摘

埼玉･淑徳大学7

山梨･山梨学院
大学13 櫻櫻 井井 未未 稀稀

千葉･千葉県立
八千代高校14 河河 野野 紫紫 吏吏

11 西西 田田 朱朱 里里

群馬･上武大学

千千 葉葉 まま なな みみ

12 12 藤藤 本本 知知 美美

神奈川･横須賀
学院高校10 笹笹 原原 芽芽 依依

千葉･国際武道
大学

茨城･筑波大学9 谷谷 岡岡 成成 美美

山梨･富士学苑
高校6 ⑥ 杉杉 山山 凛凛

5 青青 田田 れれ もも んん

群馬･前橋育英
高校4 中中 村村 廣廣 海海

1 ① 篠篠 崎崎 英英 夢夢

栃木･國學院大
學栃木高校

茨城･茨城県立
八千代高校3 中中 島島 芽芽 愛愛

埼玉･埼玉栄高
校2 栗栗 原原 理理 梨梨

千葉･国際武道
大学
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

70kg級

敗者復活・３位決定戦

(大内刈+大外刈)

葛西　桃香

00/10 1:04

反則負け(DH)
葛西　桃香

00s1/01 4:00 葛西　桃香
払巻込 02/00 1:40

合せ技

00s2/10s1 4:43 有瀬　心里
横四方固 00s2/02s1 2:08

合せ技

(払腰+大外刈)

反則負け(S3)

葛西　桃香

10/00 2:06

横四方固

笠原　千尋

野地川友里 払巻込
00/10 0:58 有瀬　心里

背負投 11s2/01s3 7:38

肩固

竹本陽南子

00/01 4:00
田嶋　海佳大外刈
10/00 1:20

横四方固
有瀬　心里

01s2/00s1 4:00

星野　七虹大外刈
01s1/00 4:00

払巻込
田嶋　海佳

00/01 4:55
田嶋　海佳 大腰
10/00 0:00 田嶋　海佳

不戦勝ち 10s2/00s2 3:12

長谷川　睦
大内刈 01/10 3:08

袈裟固

長谷川　睦

11/01s1 2:13
井上　　桜 大外刈
10/00 0:13

星野　七虹

(大外刈+袈裟固) 02/00 2:17

合せ技笠原　千尋
(小外刈+払腰)00/10 0:00

星野　七虹

不戦勝ち 10/00s2 3:32

送襟絞

並木あのん

山梨･山梨学院
大学5 並並 木木 ああ のの んん

千葉･国際武道
大学7 笠笠 原原 千千 尋尋

茨城･筑波大学17

星野　七虹

11/00 1:42
徳田　美空 大内刈
00/10 0:00

00/02 1:42

合せ技

笠原　千尋 不戦勝ち
10/01 2:21

埼玉･平成国際
大学9 長長 谷谷 川川 睦睦

有有 瀬瀬 心心 里里

埼玉･淑徳大学16 竹竹 本本 陽陽 南南 子子

千葉･千葉県立
八千代高校20 葛葛 西西 桃桃 香香

20 20 葛葛 西西 桃桃 香香

栃木･作新学院
高校21 飯飯 野野 友友 結結

神奈川･桐蔭横
浜大学19 野野 地地 川川 友友 里里

千葉･千葉県立
八千代高校

17 ⑰ 有有 瀬瀬 心心 里里

群馬･群馬県立
勢多農林高校18 木木 村村 千千 尋尋

栃木･足利短期
大学附属高校15 15 岡岡 葉葉 月月

埼玉･淑徳大学16 竹竹 本本 陽陽 南南 子子

茨城･筑波大学

山梨･富士学苑
高校8 菊菊 田田 明明 希希

千葉･国際武道
大学7

千葉･帝京平成
大学13 田田 嶋嶋 海海 佳佳

茨城･水戸葵陵
高校14 黒黒 田田 純純 華華

11 藤藤 枝枝 小小 雪雪

山梨･山梨学院
大学

笠笠 原原 千千 尋尋

12 ⑫ 佐佐 々々 木木 南南

神奈川･横須賀
学院高校10 井井 上上 桜桜

茨城･茨城県立
竜ヶ崎第一高校

埼玉･平成国際
大学9 長長 谷谷 川川 睦睦

群馬･前橋育英
高校6 ⑥ 相相 澤澤 愛愛 佳佳

5 並並 木木 ああ のの んん

群馬･上武大学4 強強 矢矢 明明 穂穂

1 ① 星星 野野 七七 虹虹

山梨･山梨学院
大学

埼玉･淑徳大学3 徳徳 田田 美美 空空

栃木･國學院大
學栃木高校2 高高 梨梨 蒼蒼 菜菜

神奈川･桐蔭学
園高校
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

78kg級

敗者復活・３位決定戦

川崎　愛乃

00s3/10 2:33

反則負け(S3)

森　　心晴

00/10 1:55

袈裟固

森　　心晴

00/11 1:10

大腰

中田　杏子

10/00 0:46

内股

10/00 1:20

大外刈

木下　聖音

00/01 6:23 山口のどか
小外掛 00/10 0:18

大外刈

千葉むつみ

00/01 4:00 中田　杏子
払腰 00/10 0:27

内股

木下　聖音

00/10 2:39

横四方固

山口のどか

00/10 4:39

袈裟固

川崎　愛乃

01/00 4:12

大内刈

中田　杏子

10/00 0:22

内股

森　　心晴

合せ技

(大外刈+払腰)

千葉むつみ

02/00 0:25

合せ技

(払腰+袈裟固)

中田　杏子

11/00 2:43

内股

岡　　菜月

10/00 0:00

不戦勝ち

森　　心晴

10/00 1:11

上四方固

青沼　小雪

00/10 0:53

袈裟固

戸山このみ

00/02 3:32

山口のどか

10/00 0:00

不戦勝ち

川崎　愛乃

00/10 1:13
川崎　愛乃 肩固
00/10 3:26

袈裟固

小泉　咲希

10/00 1:48
竹川　穂香 袈裟固
00/10 1:19

袈裟固

山梨･富士学苑
高校4 山山 口口 のの どど かか

11

19

16

14

中中 田田 杏杏 子子

栃木･昭徳館14 岡岡 菜菜 月月

20 木木 下下 聖聖 音音

群馬･上武大学19 大大 石石 美美 空空

神奈川･横須賀
学院高校

17 中中 島島 清清 佳佳

千葉･千葉県立
八千代高校18 戸戸 山山 ここ のの みみ

神奈川･横須賀
学院高校20 木木 下下 聖聖 音音

千葉･帝京平成
大学1 小小 泉泉 咲咲 希希

神奈川･横須賀
学院高校9 千千 葉葉 むむ つつ みみ

埼玉･淑徳大学11

山梨･山梨学院
大学⑯ 森森 心心 晴晴

栃木･作新学院
高校

千葉･国際武道
大学13 青青 沼沼 小小 雪雪

栃木･昭徳館14 岡岡 菜菜 月月

茨城･水戸葵陵
高校15 安安 重重 海海 璃璃

⑪ 中中 田田 杏杏 子子

群馬･群馬県立
勢多農林高校12 齋齋 藤藤 理理 瑳瑳

群馬･前橋育英
高校10 小小 山山 和和 珠珠

埼玉･淑徳大学

神奈川･桐蔭横
浜大学2 辻辻 なな つつ 美美

千葉･帝京平成
大学1 ① 小小 泉泉 咲咲 希希

神奈川･横須賀
学院高校9 千千 葉葉 むむ つつ みみ

山梨･富士学苑
高校8 川川 崎崎 愛愛 乃乃

埼玉･埼玉栄高
校7 三三 浦浦 心心 暖暖

茨城･茨城県立
八千代高校6 ⑥ 石石 川川 姫姫 乃乃

5 菊菊 池池 ああ いい りり

山梨･富士学苑
高校4 山山 口口 のの どど かか

栃木･國學院大
學栃木高校

埼玉･平成国際
大学3 竹竹 川川 穂穂 香香
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2021年度　関東ジュニア柔道体重別選手権大会

+78kg級

敗者復活・３位決定戦

薮内　美咲

00s3/10s2 14:22

反則負け(S3)
薮内　美咲

10/00s1 1:24 薮内　美咲
縦四方固 01s2/00 4:00

払腰

10/00 2:40 八巻　衣音
棄権勝ち 00s2/10s1 4:15

大内刈

縦四方固

新井　万央

11/00 1:42

送襟絞

今野　菜那

腕緘岳　　詩織

10/00 0:46
野澤美祐希 送襟絞
00/10 0:00 新井　万央

不戦勝ち 00s2/10 3:24

(体落+横四方固) 反則負け(S3)

薮内　美咲

02/00s2 1:33

合せ技 新井　万央

(体落+袈裟固) 00s1/10 4:43

反則負け(S3)八巻　衣音

02/00 0:26
近藤　瑠美 合せ技
00/02s2 2:58 八巻　衣音(大外刈+縦四方固)
合せ技 10s2/00s3 7:11

合せ技

大鷹　夏美 (背負投+横四方固)

00s2/10 4:12

払腰 米川　明穂

10s1/00s3 7:59

払腰山本　海蘭

00s1/02 2:36
山本　海蘭 合せ技
10/00 0:28 山本　海蘭(払腰+小外掛)
腕緘 02/00 1:01

内股

今野　菜那

00/10 0:00

不戦勝ち 米川　明穂

10/00 1:55

米川　明穂

10/00 0:34
大森咲貴子 大内刈
10s1/00s3 8:07 米川　明穂

反則負け(S3) 10/00 0:34

山梨･富士学苑
高校7 山山 本本 海海 蘭蘭

八八 巻巻 衣衣 音音

神奈川･桐蔭横
浜大学14 薮薮 内内 美美 咲咲

群馬･上武大学16 岳岳 詩詩 織織

茨城･つくば秀
英校10 大大 鷹鷹 夏夏 美美

山梨･山梨学院
大学11

埼玉･埼玉栄高
校19 19 新新 井井 万万 央央

神奈川･横須賀
学院高校20 酒酒 井井 梨梨 里里 花花

埼玉･平成国際
大学5 今今 野野 菜菜 那那

群馬･上武大学15 菅菅 原原 遥遥

群馬･上武大学

茨城･水戸葵陵
高校17 関関 口口 理理 佳佳

栃木･作新学院
高校18 野野 澤澤 美美 祐祐 希希

16 ⑯ 岳岳 詩詩 織織

茨城･つくば秀
英校10 大大 鷹鷹 夏夏 美美

山梨･山梨学院
大学

栃木･黒磯南高
校9 大大 嶋嶋 莉莉 緒緒

11 ⑪ 八八 巻巻 衣衣 音音

千葉･千葉県立
白井高校13 近近 藤藤 瑠瑠 美美

神奈川･桐蔭横
浜大学14 14 薮薮 内内 美美 咲咲

埼玉･埼玉県立
川口工業高校12 関関 田田 彩彩 華華

神奈川･日本大
学藤沢高校8 須須 藤藤 舞舞

山梨･富士学苑
高校7 山山 本本 海海 蘭蘭

千葉･千葉県立
八千代高校6 ⑥ 八八 馬馬 ひひ よよ りり

5 今今 野野 菜菜 那那

千葉･城西国際
大学4 冨冨 本本 真真 矢矢

1 ① 米米 川川 明明 穂穂

埼玉･平成国際
大学

群馬･佐波伊勢
崎支部3 木木 下下 里里 奈奈

栃木･國學院大
學栃木高校2 大大 森森 咲咲 貴貴 子子

茨城･筑波大学
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