
滋賀県ジュニア柔道体重別選手権大会

2019年4月20日

滋賀県立武道館

60kg

3位決定戦

66kg

3位決定戦

73kg

3位決定戦

笹尾　　雅 (びわスポ大) 15

川北　揺路 (比叡山) 小瀧　嵩斗 (近江)

(比叡山) 13

7 徳田　真伍 (びわスポ大) 吉岡　聖真 (近江) 14

6 川北　揺路 (比叡山) 黒田　武尊

5 藤田　悠貴 (近江) 久保市彪雅 (瀬田工業) 12

4 水田　優希 (伊香) 小瀧　嵩斗

3 田中　悠時 (綾羽) 吉野　健太 (近江兄弟社) 10

(近江) 11

西岡　昂平 (比叡山) 8

2 西本　波留 (近江) 徳島　裕伍 (綾羽) 9

前田慎太郎 (比叡山) 秋田　　伯 (比叡山)

1 本田　祥万 (比叡山)

(近江兄弟社) 22

倉橋　恭平 (比叡山) 23

11 上門　昂輝 (比叡山) 北田　龍聖

(綾羽) 20

10 高村　玲煌 (瀬田工業) 岩﨑　大成 (近江) 21

9 古賀　光洋 (近江) 松尾　　駿

8 脇　　匠希 (近江) 吉國　学人 (近江) 19

7 入江　祐樹 (高島) 山本　圭吾

6 藤井　航生 (綾羽) 秋田　　伯 (比叡山) 17

(瀬田工業) 18

5 和田　朋幸 (瀬田工業) 北川　大介

4 深田　大渡 (比叡山) 田原　怜輝

(高島) 16

3 山田　樹知 (伊香) 廣田　修大 (能登川) 14

(近江) 15

岩﨑　洸樹 (近江) 12

2 前田慎太郎 (比叡山) 酒井　良晴 (守山) 13

谷口　　翼 (瀬田工業)

1 伊藤　侑真 (近江)

9 清水　優斗 (瀬田工業)

廣田真治郎 (綾羽)

(比叡山) 16

8 廣田真治郎 (綾羽) 谷口　　翼 (瀬田工業) 17

7 長根　広樹 (瀬田工業) 田村　倫徳

(高島) 14

6 武藤　佑輔 (近江兄弟社) 荻野　　凌 (近江兄弟社中) 15

5 市川  雄登 (草津) 東村　慎也

(近江) 12

4 西村　佳力 (瀬田工業) 清水　鴻斗 (瀬田工業) 13

3 大多和一紀 (伊香) 生駒　有都

(比叡山) 10

2 福田　琉生 (近江兄弟社) 川添　優希 (瀬田工業) 11

1 福田　大晟 (比叡山) 田村　壮志



滋賀県ジュニア柔道体重別選手権大会

2019年4月20日

滋賀県立武道館

81kg

3位決定戦

90kg

3位決定戦

100kg

3位決定戦

100kg超

3位決定戦

船橋　悠馬 (比叡山) 安田　悠人 (近江)

4 安田　悠人 (近江)

5 松本　譲太 (びわスポ大)

2 中島　碧登 (近江)

3 船橋　悠馬 (比叡山)

山本　玄祥 (比叡山) 平野　　暖 (近江)

1 土田　　温 (近江)

(近江) 13

7 西岡　拓音 (瀬田工業) 清水　　颯 (びわスポ大) 14

6 北川　剛己 (近江) 平野　　暖

5 北村　尚大 (近江) 藤田　康生 (比叡山) 12

4 松田賢太郎 (びわスポ大) 小河原　悟

3 城　　健太 (近江) 中川　鳳太 (綾羽) 10

(瀬田工業) 11

宇佐美　倭 (近江) 8

2 塚本　好人 (びわスポ大) 中村　知颯 (近江兄弟社) 9

中村　龍斗 (伊香) 丸山　礼一 (比叡山)

1 山本　玄祥 (比叡山)

(瀬田工業) 7

4 中村　龍斗 (伊香) 森田　凌介 (近江) 8

3 大迫　　翔 (瀬田工業) 苗村　泰樹

(比叡山) 5

2 森本聡二郎 (八幡中) 山中　琉輝 (近江) 6

1 桐畑　銀士 (近江) 丸山　礼一

(瀬田工業) 16

安田　力也 (伊香) 堤　　大輝 (近江)

8 大辻　虹星 (近江) 杉山　太郎

(瀬田工業) 14

7 茶木　岳人 (瀬田工業) 海老崎巨樹 (比叡山) 15

6 竹田　市奨 (近江) 深田　龍一

(比叡山) 12

5 大城　汰陽 (比叡山) 堤　　大輝 (近江) 13

4 福岡　悟大 (びわスポ大) 篠原　一太

3 安田　力也 (伊香) 北川　侑瑚 (近江) 11

(瀬田工業) 9

2 森田　峻介 (近江) 向　　匠海 (近江) 10

1 大迫　力也 (瀬田工業) 森本　大悟


