
令令和和44年年11月月99日日((日日))  シシンンココーーススポポーーツツ神神奈奈川川県県立立武武道道館館

第第88位位 宮﨑　賢司 神奈川県警察
関関東東予予選選補補欠欠者者

関関東東予予選選出出場場者者

神奈川県警察

第第３３位位 砂田　勇登 神奈川県警察

第第４４位位 尾方　寿應 神奈川県警察

第第５５位位 古賀　颯人 慶応義塾高　教諭

第第６６位位

第第７７位位 辻　なつ美 桐蔭横浜大学

第第８８位位 高橋　夏鈴 日大藤沢高等学校

関関東東予予選選出出場場者者

関関東東予予選選補補欠欠者者

横須賀学院高等学校

第第６６位位 小池　絵里奈 長澤武道館

優優    勝勝 西橋　倫加 桐蔭横浜大学

準準優優勝勝 渡部　優花

第第５５位位 佐俣　優依 武相中学・高等学校　教諭

ブイテクノロジー

第第３３位位

令令和和４４年年神神奈奈川川県県女女子子柔柔道道選選手手権権大大会会

氏氏    名名 所所    属属

千葉　むつみ 横須賀学院高等学校

第第４４位位 酒井　梨里花

令令和和44年年  神神奈奈川川県県柔柔道道選選手手権権大大会会・・神神奈奈川川県県女女子子柔柔道道選選手手権権大大会会

兼兼  全全日日本本・・関関東東・・予予選選兼兼県県予予選選会会

令令和和４４年年　　神神奈奈川川県県柔柔道道選選手手権権大大会会

氏氏    名名 所所    属属

優優　　勝勝 太田　竜聖 神奈川県警察

準準優優勝勝 杢　康次郎

三谷　雄大 桐蔭横浜大学

第第７７位位 西原　大史 神奈川県警察
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2277 飯飯島島　　俊俊佑佑 警察

三三谷谷　　雄雄大大 学柔連 55662288 平平野野　　蒼蒼空空 高体連（桐蔭）

2266 上上原原　　滋滋行行
横浜

（ブイテクノロジー）

佐佐藤藤　　城城 県警 5555

2255 日日浦浦　　知知来来 学柔連

森森下下　　北北斗斗 県警 5544

2244 小小野野瀬瀬　　拓拓見見 県警

朝朝飛飛　　太太陽陽 高体連（相模） 5533

2233 松松坂坂　　太太勢勢 学柔連

渡渡邉邉　　賢賢 高体連（桐蔭） 5522

2222 天天野野　　開開斗斗 高体連（相模）

片片山山　　大大旗旗 県警 5511

2211 尼尼田田　　光光志志朗朗 高体連（相模）

雨雨宮宮　　有有来来 学柔連 5500

2200 西西原原　　大大史史 県警

高高梨梨　　優優也也 県警 4499

1199 竹竹村村　　雄雄飛飛 学柔連

重重松松　　弥弥真真斗斗 学柔連 4488

1188 原原　　伸伸之之助助 県警

小小林林　　大大介介 県警 4477

1177 県警

佐佐藤藤　　琉琉絢絢 高体連（桐蔭） 4466

川川部部　　寛寛太太

1166 田田中中　　健健渡渡 学柔連

佐佐藤藤　　海海希希 高体連（相模） 4455

1155 杢杢　　康康次次郎郎 県警

西西川川　　新新之之助助 学柔連 4444

1144 齊齊藤藤　　健健 学柔連

尾尾方方　　寿寿應應 警察 4433

1133 木木村村　　光光希希 県警

宮宮本本　　竜竜太太 学柔連 4422

1122 増増田田　　彪彪冴冴 高体連（相模）

宮宮﨑﨑　　賢賢司司 県警 4411

1111 大大里里　　雅雅 学柔連

太太田田　　竜竜聖聖 県警 4400

1100 辻辻　　湧湧斗斗 県警

清清原原　　雅雅樂樂 学柔連 3399

99 上上田田　　航航大大 高体連（桐蔭）

山山口口　　璃璃空空 学柔連 3388

3366

井井上上　　倫倫貴貴 県警 3377

多多田田隈隈　　隆隆汰汰 高体連（相模）88 竹竹内内　　当当麻麻 県警

77 鈴鈴鹿鹿　　功功織織 学柔連 中中田田　　秀秀統統 学柔連 3355

66 今今井井　　公公平平 高体連（桐蔭） 3344滝滝本本　　大大翔翔 高体連（相模）

長長澤澤　　大大雅雅 県警 333355 野野口口　　貴貴幸幸 学柔連

44 中中西西　　努努 県警 駒駒木木　　勝勝 相模原柔道協会 3322

33 橋橋本本　　淳淳成成 学柔連 金金子子　　竜竜士士 高体連（相模） 3311

22 砂砂田田　　勇勇登登 県警 白白本本　　周周太太郎郎 県警 3300

所所属属 番番号号

11 古古賀賀　　颯颯人人 高体連（慶応教） 大大谷谷　　大大斗斗 学柔連 2299

  令令和和４４年年神神奈奈川川県県柔柔道道選選手手権権大大会会 令令和和４４年年神神奈奈川川県県柔柔道道選選手手権権大大会会

兼兼全全日日本本関関東東予予選選兼兼県県予予選選会会（（改改正正１１）） 兼兼全全日日本本関関東東予予選選兼兼県県予予選選会会（（改改正正１１））

番番号号 氏氏名名 所所属属 男男子子ＡＡブブロロッックク 男男子子ＢＢブブロロッックク 氏氏名名



※両者欠場のため、抽選により決定

敗復-1 敗復-1

敗復-３ 敗復-3

敗復-５ 敗復-5

敗復-７ 敗復-７

敗復-２ 敗復-2

敗復-４ 敗復-4

敗復-６ 敗復-6

宮﨑　賢司

41

7･8位決定戦

20 西原　大史 宮﨑　賢司

佐藤　海希

高梨　優也

三谷　雄大

古賀　颯人

滝本　大翔

増田　彪冴

川部　寛太

西原　大史

上原　滋行

29

6 38

12

山口　璃空

大谷　大斗

敗敗者者復復活活戦戦

3

神神奈奈川川県県柔柔道道選選手手権権大大会会
兼兼全全日日本本関関東東予予選選兼兼県県予予選選会会

3・4位決定戦

2 43尾方　寿應砂田　勇登

橋本　淳成

56

ＡＡブブロロッックク ＢＢブブロロッックク
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41

5･6位決定戦
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11 佐佐俣俣　　優優依依 横須賀

  令令和和４４年年神神奈奈川川県県女女子子柔柔道道選選手手権権大大会会

兼兼全全日日本本関関東東予予選選兼兼県県予予選選会会

番番号号 氏氏名名 所所属属

33 渡渡部部　　優優花花
横浜

（ブイテクノロジー）

22 佐佐藤藤　　理理沙沙 高体連（創学）

55 千千葉葉　　むむつつみみ 高体連（須学）

44 須須藤藤　　舞舞 高体連（日藤）

77 酒酒井井　　梨梨里里花花 高体連（須学）

66 辻辻　　ななつつ美美 学柔連

99 高高橋橋　　夏夏鈴鈴 高体連（日藤）

88 小小山山　　遥遥良良 学柔連

1111 木木下下　　聖聖音音 高体連（須学）

1100 西西橋橋　　倫倫加加 学柔連

1133 熊熊谷谷純純花花 高体連（三浦）

1122 小小池池　　絵絵里里奈奈 横須賀



7･8位決定戦

6 辻なつ美 高橋　夏鈴 9

4 須藤　舞 小池　絵里奈 12

1 佐俣　優依 高橋　夏鈴 9

6 辻なつ美 木下　聖音 11

敗敗者者復復活活戦戦

ＡＡブブロロッックク ＢＢブブロロッックク

5･6位決定戦

2 佐藤　理沙

神神奈奈川川県県女女子子柔柔道道選選手手権権大大会会
兼兼全全日日本本関関東東予予選選兼兼県県予予選選会会

3・4位決定戦

5 千葉　むつみ 酒井　梨里花 7


