
令和元年度

－第７２回－

滋賀県中学校夏季総合体育大会 柔道の部

＜兼、第７２回滋賀県民体育大会 中学校の部 柔道競技＞
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《柔道》

日 時 令和元年７月２６日（金）・２７日（土） １０時００分開会式

（団体戦） （個人戦）

会 場 滋賀県立武道館

滋賀県中学校体育連盟



「柔道ＭＩＮＤ」について

全日本柔道連盟と講道館は合同で、「柔道ＭＩＮＤ」というプロジェクトを

スタートさせました。これは、21 世紀を迎え、現在柔道の国際化、競技化、

スポーツ化が進み、競技の成績、試合の勝ち負けのみに注目を集めているが、

嘉納治五郎師範が『柔道修行の目的は、心と身体を磨き、世の中のためになる

ことである。』とされた原点に立ち返ろうという活動です。

つまり、試合に勝つことも大事だけれど、柔道を通して、人間としての自分

を高めていくように努力しよう。そして、少しでも人のためになるように心が

けよう、ということなのです。

そこで滋賀県中体連柔道部では、柔道を志す中学生のみなさんに、以下のこ

とを目標にしてくれるように提案します。

○ 柔道試合の正しい礼法はもちろんのこと、日常生活においても、

誰にでも大きな声で元気よくあいさつをしよう。

○ 柔道のルールだけではなく、社会のルールや学校のルールも

しっかり守ろう。

○ 柔道が強くなった分だけ、人に優しく思いやりを持って接する

ことができるようになろう。

このような精神から、柔道の試合会場ではマナーを守って施設を大切に使い、

特に、自分の出したペットボトル、空き缶などのゴミについては、必ず持ち帰

るようにしてください。

観覧される保護者の方もご協力をお願いします。

夢を持ち 柔でみがく 礼と技
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【大 会 役 員】

＊大 会 長 堤 正則(浅 井)

＊競技委員長 正江 茂文(守 山)

＊審 判 長 朝比奈 徹(日 吉)

＊競技委員 鈴木 久嗣(粟 津)・鳥居みかげ(田 上)

＊会場 主任 鳥居みかげ(田 上)

＊広報･本部記録 三輪 利彰(皇子山) VTR・堀中 健司（水 口)

＊受付・計量 【男子】杉本 啓輔(聖 徳)・山本 智大(秦 荘)

【女子】鳥居みかげ(田 上)・米富 芳美(比叡山)

＊筆 耕 藤田 隆(皇子山)・堀池 修造(県柔連)

＊救護責任者 正江 茂文(守 山)・柔道整復師会

審判員 ○会場主任

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場

○鳥居みかげ(田 上) ○鈴木 久嗣(粟 津) ○松川 直樹(八 幡) ○米澤 勇人(浅 井)

前田 朋子(日 吉) 米富 芳美(比叡山) 中島 豊(愛 東) 杉本 雅吏(愛 知)

松井孝太朗(日 吉) 林 正樹(兄弟社) 山本 智大(秦 荘) 杉本 啓輔(湖 東)

澤井 英生(能登川) 上林 千春(愛 知) 杉山 晋章(志 賀) 中井倫太郎(甲 良)

吉岡 貴弘(粟 津) 安枝 隆志(守 山) 古蒔順一朗(市教委) 町田 大介(志 賀)

高体連審判員 高体連審判員 高体連審判員 高体連審判員

計時・記録員 ○会場主任

○泉 直登(田 上) ○左近謙志郎(兄弟社) ○森下清邦(木之本) ○日和原善行(愛 知)

清水 啓行(西浅井) 大宮 岳(湖 東) 善田 和弘(能登川) 森 寛(安曇川)

清水 隆(聖 徳) 益田 智子(八幡東) 加藤 大幸(高 月) 矢嶋 亮太(八 幡)

井上 芳美(秦 荘) 瀬津 美穂(粟 津) 藤原 裕美(志 賀) 杉本 惇(聖 徳)

橋本祐伊知(栗 東) 小原 卓也(愛 知) 八野 知春(草 津) 笹尾 和美(水 口)

古川 雅子(マキノ)

-3-



大会運営について

2019.7.26-27
滋賀県立武道館

式次第 (司会・進行…鈴木先生） （受 付……日和原先生）
（弁当注文…日和原先生）

７／２６《開会式》 ７／２７《閉会式》

＊開会のことば ＊全員で後片づけ

＊優勝杯返還………… 男(守山中) ＊開会のことば
女(守山中)

＊成績発表及び表 彰 （堤先生）
＊大会部長あいさつ… （堤先生) （団体・個人）

＊審判長より……… （朝比奈先生） ＊大会部長あいさつ… （堤先生）
「 試 合 上 の 注 意 」

＊諸連絡………… （正江先生）
＊会場主任より………（鳥居先生)

「会場使用の諸注意」 ＊閉会のことば

＊競技委員長より…（正江先生）
「試合の進行について」

＊選手宣誓……篠原選手(守山中)

＊閉会のことば
☆全員で後片づけ・掃除
役割分担……（鳥居先生）

連絡事項

＊試合会場のフロアーに入れるのは、選手・役員・監督・コーチのみです。
応援・見学は観覧席からお願いします。

＊審判員、計時・記録 『役員の先生方は大会終了までよろしくお願いします！』
＊武道館施設使用上の注意事項
・お借りしている施設です、特にていねいに使うように！
・柔道場･観覧席以外のフロアーには、行かないこと！

「下靴はﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れて観覧席まで持って上がるように」
＊貴重品の保管・管理については、各校でお願いします。
・顧問の先生で預かる、又は生徒の荷物を一カ所に集めて見学者等が見ておくなど
の方法で盗難防止を！

＊ゴミは、各自で必ず持って帰るように徹底をお願いします！
（武道館ではごみ処理できません、ゴミの各自持ち帰りをお願いします。）
＊各校の更衣場所・応援席付近は各校でゴミひろい等をすませて退場するよう
に！
・顧問の先生で指導お願いします。

＊各校忘れ物がないように顧問の先生で応援席付近の最終チェックをお願いします。
（例年、忘れ物があるが、持ち主不明で処分するケースが多いのが現状です。）

＊大会１日目団体戦で３位入賞（近畿・全国出場）された、学校の顧問の先生
は競技終了後入口横和室へお集まりください。書類等の説明を行います。

＊大会２日目個人で近畿・全国へ出場を果たされた学校の顧問の先生は大会終
了後入口横和室にお集まりください。書類等の説明を行います。
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試合の進行について ※会場図→ (本部席)
7/26《団体戦》 ４ ３ ２ １
☆ 8:40～9:30 計量（団体戦及び50kg級出場選手） 会場 会場 会場 会場

9:30 審判『打ち合わせ』
9:45 役員・顧問『打ち合わせ』

★ 10:00 開会式 団体戦参加 男子20校 女子11校
10:20 試合開始

［男子団体戦］ 男子ベスト８決定まで １２３４会場で
↓
↓

11:00頃（女子団体戦） 女子ベスト４決定まで 男子終了会場で
↓
↓

11:40頃［男子団体戦］ ベスト４決定の試合まで 中央の第２・３会場で
↓
↓

12:10頃～ 13:00【昼食】※進行状況により昼食時間の変更あり！放送で連絡します
↓
↓

13:00頃 （女子準決勝） 女子２試合同時進行 中央の第２・３会場で
［男子準決勝］ その後男子２試合

↓
13:30頃《近畿大会出場決定戦》第２・３試合場

《決勝》 第２試合場 女子→男子
↓

14:20頃 男子50kg級１・２回戦 各ゾーン各会場で 48人

個人戦出場選手数
7/27《個人戦》 男50㎏/16人,55㎏/26人,60㎏/26人,66㎏/17人
☆ 8:30～10:00 計量(50kg級以外) 子73㎏/16人,81㎏/18人,90㎏/ 9人,90超/ 3人
9:30 審判『打ち合わせ』 女40㎏/10人,44㎏/ 7人,48㎏/ 9人,52㎏/ 9人
9:40 役員・顧問『打ち合わせ』 子57㎏/ 7人,63㎏/ 8人,70kg/ 4人,70超/ 1人
10:00 開始式
10:15 試合開始

［男子個人戦］ﾍﾞｽﾄ８決定の試合まで50kg級～ 男Ａゾーン(21)…①会場
↓ 男Ｂゾーン(16)…②会場
↓ 男Ｃゾーン(16)…③会場
↓ 男Ｄゾーン(17)…④会場
↓

11:30頃（女子個人戦）男子終了会場から 女40㎏級･44kg級(9)…①会場
↓ ﾍﾞｽﾄ４決定まで 女48㎏級･52㎏級(10)…②会場
↓ 女57㎏級･63kg級(7)…③会場
↓ 女70kg級(6)…④会場
↓

12:10頃［男子個人戦］ﾍﾞｽﾄ４決定の試合 男50kg級・66kg級･90kg級…②会場
↓ 55kg級・73kg級･90kg超…③会場
↓ 60kg級・81kg級…④会場
↓

12:40頃～ 13:20【昼食】※進行状況により昼食時間の変更あり！
↓

13:20頃（女子準決勝）女左ゾーン…②会場 右ゾーン…③会場
［男子準決勝］男左ゾーン…②会場 右ゾーン…③会場

↓
14:00頃（女子決勝）40･44･48･52･57･63･70･70超の順で第②試合場で

［男子決勝］50･55･60･66･73･81･90･90超の順で第②試合場で
↓

★ 15:00頃 閉会式（成績発表、表彰）
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近畿大会出場決定戦

④-1

9 西浅井 19 聖 徳

6 高 月 16 浅 井

安曇川

②-1

12 愛 東

13 八 幡

③-1

14 マキノ

②-12
②-9 ③-9

17

③-2

①-1

③-6

①-2

②-10

男 子 団 体 戦

田 上

8 粟 津

日 吉

②-6

②-7

志 賀11

能登川

1

3

4

2 水 口

15 秦 荘

愛 知

湖 東

20

②-2 ④-2

皇子山

18

③-7

①-3 ③-3

②-3 ④-3

守 山10

5

7
近 江
兄弟社
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男子団体戦選手名簿

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 中村　柘音 3 50 先鋒 木村　鉄生 3 50 先鋒 北野　太陽 ③ 57

次鋒 桂田  琉士 3 53 次鋒 大西　　慶 ③ 63 次鋒 山本　永遠 ③ 60

中堅 田中　大雅 3 60 中堅 大山真倖斗 3 63 中堅 髙山　　純 ③ 65

副将 早瀬　叶人 3 60 副将 白井　悠盛 2 75 副将 木山　瑛心 ③ 66

大将 里田　陽飛 2 77 大将 青井　和哉 ③ 78 大将 葛原　康平 ③ 90

補欠① 野﨑　脩永 3 53 補欠① 才川　幹太 3 54 補欠① 白﨑　遥斗 2 55

補欠② 川島　颯仁 2 55 補欠② 志村　将城 2 57 補欠② 田中　柊輔 ③ 78

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 荻　　慶包 1 38 先鋒 陣山　和基 2 47 先鋒 吉岡稟太朗 1 60

次鋒 酒井　桧成 1 53 次鋒 藤江　星七 1 51 次鋒 小林　亮太 2 64

中堅 上田　匠光 2 77 中堅 石井　聖羅 1 54 中堅 佐野鯉太滝 ③ 64

副将 山口　琉心 1 83 副将 小松　　惺 2 58 副将 御厨　倖真 2 65

大将 上田　新芽 2 88 大将 足達　俊亮 ③ 62 大将 川村　恭輝 2 73

補欠① 山本　崚間 3 58 補欠① 小長谷優太 1 60 補欠① 大坪　凌成 1 45

補欠② 山本　雷詩 3 48 補欠② 補欠② 長澤　翔太 ③ 49

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 村　洋輝 2 55 先鋒 磯谷　　輝 3 73 先鋒 木村　颯杜 1 41.8

次鋒 上門　洋輝 2 57 次鋒 生田　　駿 2 75 次鋒 中田　恭雅 2 60

中堅 秋田　ハル 3 73 中堅 堀　仙一朗 3 78 中堅 福井　大翔 2 62.8

副将 小林光矢郞 ③ 80 副将 佐藤　昊弥 2 94 副将 島本　　翔 3 72.3

大将 古賀　崇也 2 81 大将 服部　天功 2 95 大将 森本聡二郎 3 85

補欠① 中西　海斗 ③ 57 補欠① 多賀　王亮 2 50 補欠①

補欠② 大橋　海人 1 80 補欠② 十念　純輝 2 54 補欠②

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 先鋒 先鋒 奥田　貴久 2 42

次鋒 次鋒 尾崎　里旺 2 38 次鋒 植田　泰正 ③ 48

中堅 林　　優樹 3 50 中堅 尾崎　真旺 2 40 中堅 藤原　匡志 2 48

副将 村地　洋輔 2 59 副将 山田　一輔 2 51 副将 上地トシオ 1 72

大将 荻野　　凌 ③ 60 大将 ペレイラ　ユウジ 2 54 大将 タケウチ　ユスキ 2 75

補欠① 補欠① 補欠① ヤリワケ　ユキオ 1 41

補欠② 補欠② 補欠②

左近　謙志郎 堀中　健司 三井　良真

林　正樹 笹尾　和美 杉本　　惇

泉　　直登 安枝　隆志 矢嶋　亮太

近江兄弟社中学校 水口中学校 聖徳中学校

田上中学校 守山中学校 八幡中学校

鳥居みかげ 正江　茂文 松川　直樹

朝比奈　徹 三輪　利彰 鈴木　久嗣

前田　朋子 藤田　　隆 瀬津　美穂

古川　雅子 藤原　裕美

日吉中学校 皇子山中学校 粟津中学校

マキノ中学校 安曇川中学校 志賀中学校

古川　克二 森　　　寛 杉山　晋章
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監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 首藤　　陽 ③ 53 先鋒 山下ペドロ ③ 63 先鋒

次鋒 川瀬　凛音 3 56 次鋒 澤井日夏太 1 69 次鋒

中堅 東野　魁樹 ③ 65 中堅 中谷　清澄 1 71 中堅 脇坂　　蓮 1 30

副将 伊藤　玲音 3 67 副将 萩原　大我 ③ 76 副将 川副　翔大 1 46

大将 西澤　汐響 2 74 大将 津曲　海音 2 105 大将 中野　寛大 2 60

補欠① 松原　悠斗 3 40 補欠① 中堀　一輝 1 70 補欠①

補欠② 竹島　　輝 2 51 補欠② 補欠②

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 川口　幸輝 3 49 先鋒 栁瀨　　陸 ③ 50 先鋒 茶園　拓人 1 48

次鋒 森谷　剛大 ③ 49 次鋒 田中　都羽 ③ 55 次鋒 岡　　弘信 3 50

中堅 堤　　直輝 2 50 中堅 吉岡　渉真 ② 57 中堅 中川　夢大 2 72

副将 伊藤　　駿 3 65 副将 楠神　隼翔 2 62 副将 大堀　雄大 1 77

大将 冨田　昂志 ③ 68 大将 師橋　涼弥 ③ 70 大将 藤田　大和 3 80

補欠① 中村ペドロ 2 50 補欠① 城　　涼太 ③ 56 補欠① 馬場　康生 2 48

補欠② 森　　咲人 ③ 54 補欠② 川上　虎迫 2 62 補欠② 山田　陸星 2 46

監督 監督

コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 村井　源太 2 49 先鋒 長谷川純平 3 49

次鋒 髙嶌　大雅 2 51 次鋒 平野　太一 2 52

中堅 廣部　快晴 1 54 中堅 藤谷　隆次 2 59

副将 成田　悠馬 ③ 77 副将 島内　康希 ③ 59

大将 山﨑　颯汰 ③ 86 大将 橘　　真吾 3 59

補欠① 五坪　瑞揮 2 48 補欠①

補欠② 橋本　篤浩 2 49 補欠②

下川　真幸 清水　啓行

高月中学校 西浅井中学校

加藤　大幸 山岡　守一

山本　智大 杉本　雅吏 米澤　勇人

井上　芳美 村川　昌樹

杉本　啓輔 澤井　英生

秦荘中学校 愛知中学校 浅井中学校

湖東中学校 能登川中学校 愛東中学校

大宮　　岳 善田　和弘 中島　　豊
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①-4

③-5

④-5

11 浅 井

能登川10

日 吉8

9

④-4

③-4

②-11

③-8

5

2

聖 徳

近 江
兄弟社

マキノ

水 口

3 粟 津

②-8

7

高 月6

4 田 上
②-5

女 子 団 体 戦

1 守 山

②-4

近畿大会出場決定戦

③-10

-9-



女子団体戦選手名簿 　 　

　

　

　

　

　

　

　

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 野﨑　一葉 1 53 先鋒 先鋒 谷口　　華 ③ 52

中堅 竹中真理亜 3 56 中堅 村井　桜香 2 38 中堅 小椎尾和花 2 57

大将 前田　亜優 2 69 大将 岩佐　夏鈴 2 65 大将 髙塚　琳月 ③ 63

補欠 五島緋葉里 3 38 補欠 補欠 田村　碧唯 ③ 48

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 先鋒 中村　　奏 3 52 先鋒

中堅 宮本　知佳 ③ 39 中堅 篠原　三奈 3 57 中堅 會田　幸乃 3 46.1

大将 上久保綾乃 ③ 57 大将 向尾　美妃 2 60 大将 黒川　花菜 2 61.5

補欠 補欠 森田　結衣 2 44 補欠

監督 監督 監督

コーチ コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 渡邊　心乃 2 49 先鋒   宮下　愛都　 1 40 先鋒 太田　優莉 2 50

中堅 釘本　　藍 2 50 中堅 中島　希歌 ③ 46 中堅 吉田まりな 2 58

大将 伴　幸里香 3 73 大将 東　　和佳 3 48 大将 北村　花音 1 58

補欠 補欠 補欠

監督 監督

コーチ コーチ

氏名 学年 体重 氏名 学年 体重

先鋒 吉村　雪羽 3 44 先鋒

中堅 南橋　雪菜 2 48 中堅 山岡　美空 ② 50

大将 千田　梨瑚 1 57 大将 早瀬　朱里 2 61

補欠 増山　絢音 1 44 補欠

マキノ中学校 日吉中学校 粟津中学校

古川　克二 前田　朋子 鈴木　久嗣

古川　雅子 松井孝太朗 瀬津　美穂

田上中学校 守山中学校 近江兄弟社中学校

鳥居みかげ 正江　茂文 左近　謙志郎

泉　　直登 安枝　隆志 林　正樹

清水　隆

浅井中学校 高月中学校

水口中学校 能登川中学校 聖徳中学校

堀中　健司 成宮　曜子 三井　良真

米澤　勇人 加藤　大幸

下川　真幸

笹尾　和美 伊藤　正和
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令和元年度滋賀県中学校夏季総合体育大会

令和元年７月２７日

滋賀県立武道館

男子50kg級 26日 26日

③-4

③-3

③-2

③-6

④-5

27日

②-2

①-1

①-4

①-3

①-2

②-26

①-2

②-1

坪田　諭依

④-4

④-3

④-7

③-1

④-8

③-1

(愛　知)

髙野　　歩

④-1

(浅　井)

橋本　篤浩

栁瀨　　陸 (愛　知)

(日  枝)

(竜　王)

小中　一樹

西野　大翼

生駒　有星

②-4

②-3

村上　　佳

古森　　覇

中村ペドロ

②-27

②-2

馬場　康生

(日　吉)

尾崎　真旺

②

尾崎　里旺

②-1

②-6

④-2

岡田　陵汰

(双　葉)

小松　颯太6

木村　鉄生

①-6

③-5

(高　月)

9

多賀　王亮

長谷川純平

①-1

①-5

(粟　津)

1

(愛　知)

(守　山)

7

茶園　拓人

3

4

5

8

堤　　直輝

松居　琉春

2

12

11

岩村　惺太

10

13

17

15

14

(浅　井)

梅本　晄我

山本　雷詩

16 井上　天翔

(木之本)

(聖　徳)植田　泰正

(水　口)

中村　柘音

20

(マキノ)

森谷　剛大

23

24

21

(伊吹山)

大坪　凌成

(聖　徳)

(秦　荘)

22

19

18

(兄弟社)林　　優樹

(秦　荘)

(秦　荘)

奥田　貴久

川副　翔大 (愛　東) (高　月)村井　源太

(日　吉)

29

31(粟　津)

渡辺　　稜

(守　山)25

(高　月)

26

(秦　荘)30

(安曇川)

藤原　匡志

五坪　瑞揮

32

(西浅井)27

(聖　徳)28

(浅　井)33

川口　幸輝

荻　　慶包

荒井　楓雅

(愛　東)34

(甲  西)35

(志　賀)39

河部　大翔

玉西　鑑太

南　　　橙

脇坂　　蓮

北川　晟茉

(水　口)40

(彦根中央)36

(浅　井)37

38

岡　　弘信

(木之本)45

(八　幡)41

(彦根中央)

42

木村　颯杜

(湖　東)松原　悠斗

長澤　翔太

(比叡山)46

(朝　桜)

47

(玉　園)48

(愛　知)

43

(双　葉)44

②-8

②-7

①-8

①-7

②-5

④-2

②

④-6

②-29

③

②-28

③-7

③-2

③-8

④-1
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令和元年度滋賀県中学校夏季総合体育大会

令和元年７月２７日

滋賀県立武道館

男子55kg級

男子60kg級

男子66kg級

③-5

③-6

④-3

③-4

③-3

④-4

④-6

④-5

③-9

②

③-10

③

②

①-3

③-24

③-25

①-7

④-9

④-10

②-6

②-5

④-25

③-27

③-26

②-3

①-5

①-4

①-6

(田　上)

②

④-21

④-22

②-10
中西　海斗13 北野　太陽 (志　賀) 26

早瀬　叶人 (マキノ)

②-8
24

④-8

④-7

11 竹村　　誠 (田　上)

吉岡稟太朗 (粟　津)

23 三浦　大輝

(愛　知)

12

島内　康希 (西浅井)

25

城　　涼太 (湖　東)

(栗　東)

②-9

10
④-26

②-7

(甲　良)

9

藤原　宙夢 (愛　知)

22 青山弘太郎

③ 20 桐畑　湊士 (長浜北)

8 志村　将城 (安曇川) 21 小松　　惺 (皇子山)

①-10
7 吉岡　渉真 (愛　知)

5 川瀬　凛音 (湖　東)

6 19 山口　葉瑠

18 上門　洋輝
①-12

(愛　東)

16

(粟　津)

(西浅井)

①-8

(田　上)
③-8

③-7

①-9

(八　幡)

4

橘　　真吾 (西浅井)

17 藤谷　隆次

3

中野　寛大

成田　　渡

中田　恭雅

荻野　　凌 (兄弟社)

2 村地　洋輔 (兄弟社) 15 田中　大雅 (マキノ)
①-11

(田　上)

1 山本　永遠 (志　賀) 14

②

②-4

酒井　桧成

(守　山)

25 田中　経時

藤江　星七

(長浜西)

(田　上)26

(皇子山)23

24

梅本　路大

(志　賀)14

(湖　東)15

(双　葉)16

白﨑　遥斗

(守　山)

竹島　　輝

(松　原)

外村　　陽

髙嶌　大雅

横江　　純

村　洋輝

江藤　駿介

川島　颯仁

北川　拓磨

(日  枝)

前田　竜吉

(志　賀)

(高　月)

(彦根東)

石井　聖羅

(マキノ)

森　　咲人

(高　月)

(秦　荘)

(愛　知)

8

(マキノ)

17

22(湖　東)

(日　吉)

18

21

19

20

(大　東)

桂田  琉士

(皇子山)

(水　口)

(西浅井)

10

9

3

13

横山　和之

首藤　　陽

十念　純輝

廣部　快晴

11

12

ﾏﾙﾃｨﾈｽ　遼

山田　一輔

2

平野　太一

4

7

中西　陸斗6

(愛　知)1 田中　都羽

5

1 楠神　隼翔 (愛　知) 10 足達　俊亮 (皇子山)

2 小林　亮太 (粟　津) 11 ﾋｶﾞ ﾃﾞｨｴｺﾞ (草　津)
①-15 ③-11

(粟　津)

①-13
3 大西　　慶 (安曇川) 12

②-32

③-12
4 山下ペドロ (能登川) 13 御厨　倖真

内堀　陸都 (愛　知)

②
③5 木山　瑛心 (志　賀) 14 髙山　　純 (志　賀)

6 川上　虎迫 (愛　知) 15
④-11

(八　幡)福井　大翔

7 垣谷　璃赳 (比叡山) 16 大山真倖斗 (安曇川)

8 佐野鯉太滝 (粟　津) 17 東野　魁樹 (湖　東)

②-33

④-12

9 伊藤　　駿 (秦　荘)

②

②-30

②-31

②-12

②-11

①-14
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令和元年度滋賀県中学校夏季総合体育大会

令和元年７月２７日

滋賀県立武道館

男子73kg級

男子81kg級

男子90kg級

男子90kg超級

③-16

③-15

③-32

④-14

④-13

③-14

③-30

②

③-13

②

②

②-34

③

④-27

④-28

②-16

②-15

①-19

②-13

9 上田　新芽(日　吉)

②

②

③

②-37

②-36

①-21

②-35

山﨑　颯汰(高　月)

8 中島　航生(草　津)

5

6 山口　琉心(日　吉)

7

3

西村　柚琉(日  枝)

4 古賀　崇也(田　上)

奥川　永人(愛　知)

1 森本聡二郎(八　幡)

2 葛原　康平(志　賀)

(能登川)

師橋　涼弥 (愛　知)

中島怜央斗 (湖　北)
①-18

②

伊藤　玲音 (湖　東)14

島本　　翔

③-28
中谷　清澄

(八　幡)
①-17

③

③-33

13

(五個荘) 10

9

11(能登川)

①-16

中堀　一輝

5 (浅　井)

2

秋田　ハル (田　上)

中井　敦士

中川　夢大

3

4

1

(栗　東)

(び　わ)7

6

熊田　　匠

上地トシオ

冨田　昂志

15

12

(能登川)澤井日夏太

(秦　荘)

(守　山)

川村　恭輝 (粟　津)

168 磯谷　　輝 (守　山)

大塚　　暁

大川　太陽
②-14

(聖　徳)

(彦根南)

1 小林光矢郞 (田　上) 10 堀　仙一朗
①-20

④-30
12 上田　匠光

(守　山)

2 白井　悠盛 (安曇川) 11

(日　吉)

嘉村　魁士

西澤　汐響 (湖　東)

14

4 ﾀｹｳﾁ　ﾕｽｷ (聖　徳) 13

④-31

④-17

安田　丈二

(浅　井)

(浅　井)

3

青井　和哉 (安曇川)

5

大堀　雄大

15

(虎　姫)

藤田　大和

成田　悠馬 (高　月)16
④-15

④-16

8

田中　柊輔 (志　賀)

17 大橋　海人

6 生田　　駿 (守　山)

(田　上)

7

(能登川)9 奥村　麗翔 (石　部) 18 萩原　大我

佐藤 津曲 服部 勝ち 負け 順位

佐藤　昊弥 (守　山) ③-29 ③-34

津曲　海音 (能登川) ③-31

服部　天功 (守　山)
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令和元年度滋賀県中学校夏季総合体育大会

令和元年７月２７日

滋賀県立武道館

女子40kg級

女子44kg級

女子48kg級

女子52kg級

②-17

②

③

②-25

②-24

②-23

②-26

②-22

②

③

②-20

②-19

②-21

②-18

9 中村　　奏 (守　山)

②

7 服部　百葉 (粟　津)

8 渡邊　心乃 (水　口)

5 河田　マイ (粟　津)

6 山岡　美空 (高　月)

3 野﨑　一葉 (マキノ)

4 釘本　　藍 (水　口)

1 谷口　　華 (粟　津)

2 太田　優莉 (聖　徳)

②

②

③

①-30

①-29

①-28

6 竹内　蒼奈 (マキノ)

7 森田　結衣 (守　山)

4 増山　絢音 (浅　井)

5 赤﨑　由良 (マキノ)

2 北川　恭花 (マキノ)

3 西條　愛梨 (粟　津)

1 吉村　雪羽 (浅　井)

6 西口彩央里 (双　葉)

10

①-24

①-22
3 村井　桜香 (日　吉)

辻　　佑香 (日  枝)

7

4 五島緋葉里 (マキノ)

5

1 熊谷　夢亜 (中　主)

2 赤尾　歩星 (マキノ)

8

宮下　愛都 (能登川)

9 大西奈葵那 (マキノ)

(粟　津)棗　　唯衣

宮本　知佳 (田　上)

②

②

③

①-27

①-23

①-26

①-25

1 中島　希歌 (能登川)

2 藤井　明音 (長浜北)

3 會田　幸乃 (兄弟社)

4 田内　穂香 (八幡東)

藤田　美夕 (唐　崎)

5 田村　碧唯 (粟　津)

6 東　　和佳 (能登川)

9 西口実央里 (双　葉)

7 南橋　雪菜 (浅　井)

8
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令和元年度滋賀県中学校夏季総合体育大会

令和元年７月２７日

滋賀県立武道館

女子57kg級

女子63kg級

女子70kg級

女子70kg超級

②

③-23

③-22

③-21

③-20

③

②

(水　口)伴　幸里香1

黒川　花菜 (兄弟社)

8 髙塚　琳月 (粟　津)

7

5 早瀬　朱里 (高　月)

6 土田　萌生 (河　南)

3 吉田まりな (聖　徳)

4 山本　玲維 (八　幡)

③-17

1 向尾　美妃 (守　山)

2 徳島　陽凪 (甲西北)

7

(マキノ)

高松ひかり

6

(甲西北)

竹中真理亜

5

4 (粟　津)小椎尾和花

(田　上)

千田　梨瑚

1 篠原　三奈 (守　山)

3

2

②

③

③-19

③-18

上久保綾乃

鍋島　　萌 (唐　崎)

(浅　井)

②

宇佐美 前田 田中 岩佐 勝ち 負け 順位

宇佐美　凜 (柏　原) ④-18 ④-23 ④-32

前田　亜優 (マキノ) ④-29 ④-24

田中　美羽 (西浅井) ④-19

岩佐　夏鈴 (日　吉)
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Ｓ４２年度　　第20回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 皇子山　中学校 打　出　中学校 愛　東　中学校 能登川　中学校
【個人の部】 斉藤　孝次（皇子山） 木村　将美（木之本） 松山　　博（粟　津） 渡辺正二郎（守　山）

Ｓ４３年度　　第21回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 愛　東　中学校 粟　津　中学校 皇子山　中学校 八　幡　中学校
【個人の部】 鈴木　三英（高　月） 大坪　明吉（粟　津） 門脇　祐二（附　属） 村山　源吉（愛　東）

Ｓ４４年度　　第22回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 草　津　中学校 今　津　中学校 永　原　中学校 木之本　中学校
【個人の部】 海野　正則（打　出） 香川　　洋（打　出） 佐野　義則（粟　津） 門　　康輔（日　野）

Ｓ４５年度　　第23回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 守　山　中学校 草　津　中学校 木之本　中学校 能登川　中学校
【個人の部】 安田　泰生（皇子山） 池本　博司（水　口） 滝井勘治郎（水　口） 速水　真人（八　幡）

Ｓ４６年度　　第24回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 木之本　中学校 高　月　中学校 草　津　中学校 粟　津　中学校
【個人の部】 山口　文男（鏡　岡） 三上　　彰（守　山） 遠藤　友晴（守　山） 木村　次彦（粟　津）

Ｓ４７年度　　第25回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 草　津　中学校 粟　津　中学校 高　月　中学校 湖　東　中学校
【個人の部】 森田　恭司（湖　東） 杉浦　　茂（日　野） 岩本　俊英（高　月） 小西　　悟（甲　西）

Ｓ４８年度　　第26回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 安　土　中学校 高　月　中学校 草　津　中学校 西浅井　中学校
【個人の部】 古川　博史（草　津） 赤井　　智（皇子山） 田中　光政（愛　東） 木村　邦夫（安　土）

Ｓ４９年度　　第27回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 草　津　中学校 今　津　中学校 守　山　中学校 日　野　中学校
【個人の部】 松尾　勇一（甲　西） 遠藤　久樹（皇子山） 奥村　健二（甲　西）

Ｓ５０年度　　第28回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 皇子山　中学校 高　月　中学校 守　山　中学校 湖　東　中学校
【個人の部】 新井　清司（粟　津） 江島　彰徳（守　山） 遠藤　久樹（皇子山） 三上　靖夫（守　山）

Ｓ５１年度　　第29回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 守　山　中学校 日　野　中学校 皇子山　中学校 西浅井　中学校
【個人の部】 広瀬　伸良（聖　徳） 松下　高次（八　幡） 足達　栄樹（皇子山） 北浦　健司（湖　東）

Ｓ５２年度　　第30回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 瀬　田　中学校 木之本　中学校 日　吉　中学校 守　山　中学校
【個人の部】 松山　靖治（粟　津） 北浦　健司（湖　東） 藤原　清登（日　吉） 田中　哲夫（木之本）

Ｓ５３年度　　第31回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 瀬　田　中学校 湖　東　中学校 鏡　岡　中学校 高　月　中学校
【個人の部】 奥村　茂之（皇子山） 永田　良彦（比叡山） 渡辺　謙治（日　吉） 田中　哲夫（木之本）

Ｓ５４年度　　第32回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 瀬　田　中学校 皇子山　中学校 木之本　中学校 秦　荘　中学校
【個人の部】 奥村　茂之（皇子山） 坂下　　誠（瀬　田） 杉山　照彦（瀬　田） 松村　錦一（能登川）

Ｓ５５年度　　第33回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 湖　東　中学校 秦　荘　中学校 皇子山　中学校 堅　田　中学校
【個人の部】 桝田　典成（皇子山） 今藤　晋一（唐　崎） 稲葉　　悟（湖　東） 森口冨美夫（栗　東）

Ｓ５６年度　　第34回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 秦　荘　中学校 瀬　田　中学校 栗　東　中学校 木之本　中学校
【個人の部】 北川　隆治（秦　荘） 内田　　強（瀬　田） 執行　英一（皇子山） 内貴　崇之（比叡山）

Ｓ５７年度　　第35回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 皇子山　中学校 堅　田　中学校 マキノ　中学校 秦　荘　中学校
【個人の部】 内貴　崇之（比叡山） 奥　　宗利（聖　徳） 吉野　淳一（木之本） 西村　雅彦（秦　荘）

Ｓ５８年度　　第36回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 皇子山　中学校 秦　荘　中学校 草　津　中学校 朽　木　中学校
【個人の部】 小田垣幸作（皇子山） 朝比奈　徹（皇子山） 鈴木　勝久（皇子山） 小野　　剛（南　郷）

Ｓ５９年度　　第37回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 南　郷　中学校 日　吉　中学校 木之本　中学校 堅　田  中学校
【個人の部】
［軽量級］ 小田垣公三（皇子山） 久保　勇次（日　吉）
［軽中量級］ 吉岡　　健（日　吉） 池田　政清（志　賀）
［中量級］ 南　　勝宣（日　吉） 石森  隆司（愛　東）
［重量級］ 友金　武二（南　郷） 高坂　　剛（草　津）

Ｓ６０年度　　第38回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 南　郷　中学校 秦　荘　中学校 堅　田　中学校 今　津  中学校
【個人の部】
［軽量級］ 小田垣公三（皇子山） 北村　隆士（堅　田） 坂口　博之（草　津） 青木　慎英（唐　崎）
［軽中量級］ 小林　重和（秦　荘） 西澤　　礼（秦　荘） 石原　直樹（湖　東） 小島伸一郎（八幡東）
［中量級］ 友金　　勝（南　郷） 生駒　秀作（秦　荘） 丹後　　彰（堅　田） 梅沢　裕貴（堅　田）
［重量級］ 板垣　孝久（南　郷） 高橋　　弥（湖　西） 橋本　　勲（粟　津） 岡本　信樹（秦　荘）

Ｓ６１年度　　第39回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 南　郷　中学校 志　賀　中学校 打　出　中学校 堅　田  中学校
【個人の部】
［軽量級］ 青木　慎英（唐　崎） 高田　行紀（堅　田） 藤澤　重孝（愛　東） 山口　明俊（日　吉）
［軽中量級］ 坂下　信孝（南　郷） 溝　　鎮由（聖　徳） 椎葉　貴裕（マキノ） 曽我部晋哉（湖　西）
［中量級］ 内田　伸一（瀬田北） 飯田　裕行（南　郷） 土手下　靖（唐　崎） 桐畑　幸弘（栗　東）
［重量級］ 生駒　有史（秦　荘） 常盤　信也（堅　田） 広瀬　賢二（愛　知） 駒井　拓郎（八幡東）
［女 子］ 川戸　朋子（聖　徳） 辰巳　容子（湖　東） 田上　雅恵（水　口） 吉田まゆみ（聖　徳）

Ｓ６２年度　　第40回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 唐　崎　中学校 八　幡　中学校 草　津　中学校 水　口  中学校
【個人の部】
［軽量級］ 三久保　豊（甲　西） 吉田　成毅（聖　徳） 山元　章平（草　津） 高橋　明善（日　野）
［軽中量級］ 佐野　彰英（打　出） 千田　　篤（木之本） 伊藤　　誠（湖　東） 木村　直樹（草　津）
［中量級］ 坂下　信次（石　山） 杉山　　稔（八　幡） 斉田　克己（高　月） 広田　雅弘（湖　東）
［重量級］ 駒井　拓郎（八幡東） 磯部　　徹（湖　東） 山本　博昭（甲　良） 林　　正樹（水　口）
［女 子］ 佐野　彩子（打　出） 辰巳　容子（湖　東） 宮野　千明（粟　津） 青木香奈江（唐　崎）

Ｓ２８年度　第６回　　湖　東　中学校
Ｓ２７年度　第５回　　湖　北　中学校

Ｓ３４年度　第12回　　青　野　中学校
Ｓ３３年度　第11回　　香　南　中学校
Ｓ３２年度　第10回　　香　南　中学校
Ｓ３１年度　第９回　　長浜西　中学校
Ｓ３０年度　第８回　　滋賀中央中学校
Ｓ２９年度　第７回　　湖  東　中学校

滋賀県中学校夏季総合体育大会　栄光の記録
年度　　　回　　　　　優勝校 　年度　　　回　　　　優勝校

　　Ｓ４１年度　第19回　　愛　東　中学校
　　Ｓ４０年度　第18回　　打  出　中学校
　　Ｓ３９年度　第17回　　湖  東　中学校
　　Ｓ３８年度　第16回　　鏡　岡　中学校
　　Ｓ３７年度　第15回　　木之本　中学校
　　Ｓ３６年度　第14回　　香　南　中学校
　　Ｓ３５年度　第13回　　能登川　中学校
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Ｓ６３年度　　第41回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 八　幡　中学校 秦　荘　中学校 木之本　中学校 唐　崎  中学校
【個人の部】
［軽量級］ 折田　賢治（草　津） 楠亀　智史（秦　荘） 市田　清英（五個荘） 駒井　俊郎（八幡東）
［軽中量級］ 下村　寿一（八　幡） 奥村　豊樹（日　野） 鵜飼　隆広（水　口） 桃園　　敬（皇子山）
［中量級］ 川筋　英樹（木之本） 石川　　央（秦　荘） 芳森　信吾（木之本） 中谷　善和（八　幡）
［重量級］ 林　　正樹（水　口） 杉山　　稔（八　幡） 藤田　英吾（守山北） 広田　雅弘（湖　東）
［-52kg］ 青木香奈江（唐　崎） 木村麻貴子（水　口） 小谷　　愛（甲　西） 辻久めぐみ（水　口）
［+52kg］ 佐野　彩子（打　出） 坂下　恵子（石　山） 植村　郁子（甲西北） 酒井　陽子（木之本）

Ｈ　元年度　　第42回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 木之本　中学校 日　吉　中学校 水　口　中学校 唐　崎　中学校
【個人の部】
［軽量級］ 遠藤　修伯（甲　西） 小島　信隆（八　幡） 西沢　政徳（秦　荘） 小杉　昌弘（秦　荘）
［軽中量級］ 安藤　　充（甲　西） 上瀧　健治（打　出） 濱﨑　次郎（日　吉） 駒井　俊郎（八幡東）
［中量級］ 平井　哲司（八　幡） 佐久間三雄（日　吉） 芳森　信吾（木之本） 鳥元　敬博（水　口）
［重量級］ 福沢　義昭（唐　崎） 教野　政樹（木之本） 早川　知巳（木之本） 中島　　忠（栗　東）
［-52kg］ 青木香奈江（唐　崎） 田中　恵美（八幡西） 山田久美子（打　出） 緒方　三穂（水　口）
［+52kg］ 佐野　彩子（打　出） 坂下　恵子（石　山） 中川　文子（日　吉） 松井めぐみ（聖　徳）

Ｈ　２年度　　第43回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 木之本　中学校 八　幡　中学校 水　口　中学校 唐　崎  中学校
【個人の部】
［軽量級］ 磯部　武史（湖　東） 米澤　幸喜（木之本） 昌山　俊樹（安曇川） 高橋　乙生（皇子山）
［軽中量級］ 芳森　大樹（木之本） 久保　賢志（木之本） 斎藤　武司（皇子山） 高橋　正樹（八幡東）
［中量級］ 平井　哲司（八　幡） 鳥元　敬博（水　口） 西野　吉郎（玉　園） 門田　敏宗（北大路）
［重量級］ 早川　知巳（木之本） 西沢　英司（湖　東） 大野　信茂（甲　良） 木村　雅臣（甲　良）
［-52kg］ 吉田千津子（八幡西） 吉田　麻里（唐　崎） 水島さゆり（水　口） 田中　恵美（八幡西）
［+52kg］ 坂下　恵子（石　山） 緒方　三穂（水　口） 若林　美華（打　出） 木村みのり（八　幡）

Ｈ　３年度　　第44回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 木之本　中学校 安曇川　中学校 玉　園　中学校 唐　崎  中学校
【個人の部】
［-55kg］ 松田　靖史（打　出） 吉田　　武（聖　徳） 宍戸　英治（甲　良） 遠藤　哲哉（甲　西）
［-65Kg］ 米澤　幸喜（木之本） 昌山　俊樹（安曇川） 杉本　新吾（甲　良） 大木　信彦（唐　崎）
［-78Kg］ 大坪　俊裕（粟　津） 一花　克巳（木之本） 久保　賢志（木之本） 伊原　宏典（安曇川）
［+78Kg］ 小笹　　学（八　幡） 西野　吉郎（玉　園） 小島　貴幸（安曇川） 山田　一也（甲　良）
［-48kg］ 篠原　啓子（安　土） 際田　　恵（八幡西） 辻　　一美（日　野） 西　　睦美（日　吉）
［-52kg］ 吉田千津子（八幡西） 酒井　由紀（木之本） 高橋真奈美（八　幡） 井上　彰子（草　津）
［-56kg］ 木村みのり（八　幡） 福沢　　茜（唐　崎） 山田久美子（打　出） 岡田　美香（堅　田）
［+56Kg］ 今村　真美（水　口） 吉田　麻里（唐　崎） 若林　美華（打　出） 絵馬かおり（日　枝）

Ｈ　４年度　　第45回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 甲　良　中学校 志　賀　中学校 草　津　中学校 湖　東  中学校
【個人の部】
［-55kg］ 村岸　久嘉（甲　良） 広長　淳志（船　岡） 小林　俊介（日　枝） 前田　和規（高　月）
［-65Kg］ 米澤　大剛（木之本） 宮部　武史（唐　崎） 山本　健蔵（草　津） 佐野　邦生（高　月）
［-78Kg］ 村居　裕二（木之本） 梅本　和幸（木之本） 丸山　直樹（甲　良） 広田　智行（湖　東）
［+78Kg］ 大坪　俊裕（粟　津） 辻　　宏明（草　津） 石橋　弘之（志　賀） 谷　　　弘（皇子山）
［-48kg］ 篠原　啓子（安　土） 際田　　恵（八幡西） 藤木麻理子（八　幡） 宇都山愛子（八　幡）
［-52kg］ 吉田千津子（八幡西） 緒方　沙樹（水　口） 際田　美香（八幡西） 大島　沙織（草　津）
［-56kg］ 木村みのり（八　幡） 酒井　由起（木之本） 堀井　誠子（八　幡） 岡田　美香（堅　田）
［+56Kg］ 今村　真美（水　口） 福沢　　茜（唐　崎） 中澤　優美（木之本） 久保山佳子（粟　津）

Ｈ　５年度　　第46回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】 甲　良　中学校 日　吉　中学校 安曇川　中学校 唐　崎  中学校
【個人の部】
［-55kg］ 井代　直樹（水　口） 石川　浩史（唐　崎） 西堀　光信（湖　東） 早川　千尋（唐　崎）
［-65Kg］ 藤川　和樹（日　枝） 芳森　向陽（木之本） 広長　淳志（船　岡） 田中　一之（湖　東）
［-78Kg］ 米澤　大剛（木之本） 小島　広士（安曇川） 國領　幸大（湖　東） 宮川　隆真（甲　良）
［+78Kg］ 山本　　賢（日　吉） 上野　　剛（甲　良） 西川　英喜（甲　良） 七里　建吾（高　月）
［-48kg］ 藤木麻理子（八　幡） 梅本　聖子（木之本） 久木野もん（日　枝） 酒井　郁美（木之本）
［-52kg］ 緒方　沙樹（水　口） 木村　　薫（日　枝） 黒川　貴代（打　出） 臼井　幸子（日　野）
［-56kg］ 岡田　美香（堅　田） 清水　智恵（打　出） 松田　知子（打　出） 塩田　純子（打　出）
［+56Kg］ 福沢　　茜（唐　崎） 中澤　優美（木之本） 今村　真美（水　口） 安道　智実（八　幡）

Ｈ　６年度　　第47回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 木之本　中学校 水　口　中学校 湖　東  中学校 玉　園  中学校
［女 子］ 木之本　中学校 八幡西　中学校 日　枝　中学校 日　野　中学校
【個人の部】
［-55kg］ 廣橋　茂明（真　野） 佐藤　尚平（真　野） 山口　和人（木之本） 増田　修蔵（玉　園）
［-65Kg］ 南　　喜幸（聖　徳） 柳田　　陽（志　賀） 伊藤　恵一（真　野） 桂　　　敬（真　野）
［-78Kg］ 芳森　向陽（木之本） 伊藤　純一（草　津） 田中　眞吾（唐　崎） 西澤　昌樹（湖　東）
［+78Kg］ 日野　輝隆（高　穂） 平山　貴士（マキノ） 宮島　　裕（石　山） 中島　正登（八　幡）
［-48kg］ 藤木麻理子（八　幡） 際田　美穂（八幡西） 山本素美代（能登川） 加藤久美子（唐　崎）
［-52kg］ 梅本　聖子（木之本） 際田　美香（八幡西） 酒井　郁美（木之本） 上井　英理（甲西北）
［-56kg］ 木村　　薫（日　枝） 上坂　咲子（堅　田） 猪島　由佳（日　枝） 米澤真由美（木之本）
［+56Kg］ 久保山佳子（粟　津） 安道　智実（八　幡） 阿部　　恵（唐　崎） 柴田　香奈（唐　崎）

Ｈ　７年度　　第48回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 皇子山　中学校 能登川　中学校 マキノ　中学校 日　枝　中学校
［女 子］ 木之本　中学校 八幡西　中学校 日　枝　中学校 能登川　中学校
【個人の部】
［-55kg］ 西尾　一真（木之本） 中原　善幸（西浅井） 広田　正和（八幡西） 寺居　高志（安　土）
［-65Kg］ 白石　大貴（野　州） 小島　　徹（安曇川） 米田　考作（石　山） 廣田　稔人（湖　東）
［-78Kg］ 米澤　勝利（木之本） 堀　　恭介（日　枝） 西堀　貴哉（湖　東） 伊藤　純一（草　津）
［+78Kg］ 中島　正登（八　幡） 田中　眞吾（唐　崎） 大迫　　武（日　枝） 上林　嘉孝（能登川）
［-48kg］ 際田　美穂（八幡西） 松田　享子（打　出） 田中　陽子（日　吉） 久木野もん（日　枝）
［-52kg］ 梅本　聖子（木之本） 福永　恵美（能登川） 中川　智佳（能登川） 桝谷　　愛（日　吉）
［-56kg］ 谷　　由美（八幡西） 松尾むつみ（日　枝） 湯浅有紀子（唐　崎） 米澤真由美（木之本）
［+56Kg］ 安道　智実（八　幡） 宍戸　広美（唐　崎） 本田知恵子（草　津） 前原　望美（日　枝）

Ｈ　８年度　　第49回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 日　吉　中学校 打　出　中学校 湖　東　中学校 西浅井　中学校
［女 子］ 木之本　中学校 八幡西　中学校 打　出　中学校 能登川　中学校
【個人の部】
［-55kg］ 中原　善幸（西浅井） 山口　貴之（日　吉） 広田　正和（八幡西） 青木　　登（安曇川）
［-65Kg］ 寺居　高志（安　土） 前川　　健（マキノ） 村上　祐介（能登川） 寺居　大志（安　土）
［-78Kg］ 清水　大督（皇子山） 廣田　稔人（湖　東） 井元　　幹（皇子山） 須田　康嗣（能登川）
［+78Kg］ 沢田　慎志（西浅井） 平田　恭敏（打　出） 森澤　　亨（日　吉） 山田　勝也（日　吉）
［-48kg］ 松田　享子（打　出） 田中　陽子（日　吉） 上枝佑仁子（松　原） 大伴美代子（瀬　田）
［-52kg］ 際田　美穂（八幡西） 大久保つかさ（朽　木） 山中　由香（能登川） 塘添　奈美（石　山）
［-56kg］ 谷　　由美（八幡西） 松尾むつみ（日　枝） 湯浅有紀子（唐　崎） 新海　路子（日　野）
［+56Kg］ 米澤真由美（木之本） 鳥居みかげ（打　出） 平瀬　有美（唐　崎） 大迫美恵子（日　枝）
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Ｈ　９年度　　第50回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 秦　荘　中学校 八　幡　中学校 能登川　中学校 木之本　中学校
［女 子］ 木之本　中学校 打　出　中学校 能登川　中学校 日　枝　中学校
【個人の部】
［-55kg］ 白石　力也（野　州） 村西　大介（秦　荘） 河野　伸介（安曇川） 小柳英太郎（高　月）
［-65Kg］ 寺居　大志（安　土） 藤川　裕樹（日　枝） 三上　　晃（秦　荘） 梅本　　晃（木之本）
［-78Kg］ 英　　晃一（八　幡） 村居　武満（木之本） 定政　恭央（草　津） 藤川　広司（真　野）
［+78Kg］ 一宮　良太（野　州） 安井　剛史（彦根中央） 尾崎　任穂（皇子山） 江南　　健（能登川）
［-48kg］ 甲斐　友梨（八幡西） 大伴美代子（瀬　田） 村野　仁美（打　出） 松永　英恵（八幡西）
［-52kg］ 米澤　悦子（木之本） 下城　詩帆（竜　王） 岩竹さやか（打　出） 山口　　愛（木之本）
［-56kg］ 松尾むつみ（日　枝） 山中　由香（能登川） 上田　里實（日　吉） 新海　路子（日　野）
［+56Kg］ 鳥居みかげ（打　出） 平瀬　有美（唐　崎） 阿久根麻弥（新　堂） 佐野友季子（安曇川）

Ｈ１０年度　　第51回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 高　月　中学校 西浅井　中学校 真　野　中学校 皇子山　中学校
［女 子］ 木之本　中学校 打　出　中学校 能登川　中学校 日　枝　中学校
【個人の部】
［-55kg］ 白石　力也（野　州） 河端　　拓（打　出） 門脇　大祐（打　出） 松尾　大介（日　枝）
［-65Kg］ 寺居　大志（安　土） 田中　　昂（甲西北） 小柳英太郎（高　月） 川端　弘幸（八　幡）
［-78Kg］ 藤川　広司（真　野） 大坪　秀隆（粟　津） 浅香　将太（打　出） 三浦　顕人（高　月）
［+78Kg］ 岡田　建彦（安　土） 中野　幸男（八　幡） 長谷川俊充（日　吉） 片桐　功二（高　月）
［-48kg］ 安道　清乃（八　幡） 松永　英恵（八幡西） 藤田　有紀（打　出） 小森　七恵（八　幡）
［-52kg］ 甲斐　友梨（八幡西） 米澤　悦子（木之本） 酒詰　亜美（打　出） 稲岡あゆみ（日　吉）
［-56kg］ 上田　里實（日　吉） 山口　　愛（木之本） 平瀬　有美（唐　崎） 大迫美恵子（日　枝）
［+56Kg］ 鳥居みかげ（打　出） 村田　直子（聖　徳） 宮本　　愛（粟　津） 藤田　　司（今　津）

Ｈ１１年度　　第52回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 真　野　中学校 八　幡　中学校 高　月　中学校 安曇川　中学校
［女 子］ 八　幡　中学校 八幡西　中学校 日　野　中学校 湖　東　中学校
【個人の部】
［-55kg］ 下城　将史（竜　王） 松尾　大介（日　枝） 廣嶋　俊樹（八　幡） 浜口　将彦（甲　西）
［-65Kg］ 藤井　卓也（西浅井） 河端　　拓（打　出） 上田　　広（日　吉） 小倉　真伍（秦　荘）
［-78Kg］ 藤川　広司（真　野） 三浦　顕人（高　月） 林　　　徹（皇子山） 八田　高輝（真　野）
［+78Kg］ 中野　幸男（八　幡） 河井　修二（八　幡） 横江　　渉（松　原） 下川　真幸（高　月）
［-48kg］ 安道　清乃（八　幡） 大﨑　佳菜（打　出） 松田　尚子（打　出） 小森　七恵（八　幡）
［-52kg］ 甲斐　友梨（八幡西） 甲斐　千恵（八幡西） 梅本まどか（木之本） 園田　恵美（八　幡）
［-56kg］ 藤川　美沙（真　野） 杉江　　愛（老　上） 田谷　諒子（今　津） 西村　梨沙（能登川）
［+56Kg］ 藤田　　司（今　津） 門脇恭仁子（打　出） 谷元　真菜（日　野） 新海　真美（日　野）

Ｈ１２年度　　第53回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 高　月　中学校 能登川　中学校 皇子山　中学校 湖　東　中学校
［女 子］ 打　出　中学校 湖　東　中学校 八　幡　中学校 八幡西　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 高橋　克侍（甲　良） 浜口　将彦（甲　西） 芳谷　卓也（打　出） 飯島　大貴（日　吉）
［60kg級］ 廣嶋　俊樹（八　幡） 小柳銀次郎（高　月） 清水　達也（高　月） 中西　敏幸（マキノ）
［66kg級］ 山中　　準（能登川） 田中　元貴（甲西北） 川越　幸平（高　月） 吉田一滝太（木之本）
［73kg級］ 下川　良太（高　月） 酒井　洋輔（守　山） 三浦　　勉（高　月） 岳山　竜太（真　野）
［81kg級］ 中石　大輔（日　吉） 谷口香津郎（皇子山） 酒井　　優（打　出） 竹腰　将輝（西浅井）
［90kg級］ 村野　洋海（安　土） 田中　真二（皇子山） 百々　心也（虎　姫） 田中　健吾（真　野）
［+90kg級］ 中西　良行（八幡西） 北川　恭兵（虎　姫） 八木　善彦（マキノ） 品川健太郎（木之本）
［44kg級］ 浅香　りん（打　出） 波戸　佑起（能登川） 芳谷　優子（打　出） 大嶋真希子（能登川）
［48kg級］ 安道　清乃（八　幡） 小森　七恵（八　幡） 宇田　彩花（打　出） 内田　徳子（瀬　田）
［52kg級］ 大﨑　佳菜（打　出） 甲斐　千恵（八幡西） 園田　恵美（八　幡） 野尻　真弥（能登川）
［57kg級］ 藤川　美沙（真　野） 梅本まどか（木之本） 澤田　倫子（打　出） 森　　康栄（能登川）
［63kg級］ 田中　美衣（長浜西） 稲岡かおり（日　吉） 三崎　　槙（八幡西） 教野ゆかり（木之本）
［70kg級］ 門脇恭仁子（打　出） 石田　　唯（打　出）
［+70kg級］ 甲斐　　光（湖　東） 古谷紗矢佳（今　津） 岸　佐智恵（湖　東） 新海　真美（日　野）

Ｈ１３年度　　第54回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 高　月　中学校 湖　東　中学校 能登川　中学校 八　幡　中学校
［女 子］ 湖　東　中学校 打　出　中学校 日　吉　中学校 日　野　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 飯島　大貴（日　吉） 二階堂　大（甲　良） 田中　壱征（秦　荘） 小柳憲士郎（高　月）
［60kg級］ 高橋　克侍（甲　良） 小倉　　翔（秦　荘） 安井　翔太（八　幡） 村林　優作（日　吉）
［66kg級］ 清水　達也（高　月） 廣嶋　俊樹（八　幡） 松本記久朗（湖　東） 武本　慎介（田　上）
［73kg級］ 下川　良太（高　月） 須田　将敬（能登川） 西林　彰大（湖　東） 河合　裕太（能登川）
［81kg級］ 松宮　　広（比叡山） 小西兼二郎（志　賀） 野渕　真吾（志　賀） 竹腰　将輝（西浅井）
［90kg級］ 村野　洋海（安　土） 谷下　将隆（日　吉） 西尾　元宏（能登川） 松本　　洋（水　口）
［+90kg級］ 田中　真二（皇子山） 山本　裕之（西浅井） 廣田　　優（甲　良） 井口圭太郎（能登川）
［44kg級］ 浅香　りん（打　出） 原添　和佳（石　山） 芳谷　優子（打　出） 広川　也未（日　枝）
［48kg級］ 高塚　　夢（安　土） 内田　徳子（瀬　田） 藤崎　紘美（日　野） 酒井　彩希（打　出）
［52kg級］ 甲斐　千恵（八幡西） 林　　希美（湖　東） 古山　愛美（長浜西） 田村　彩香（日　野）
［57kg級］ 藤川　美沙（真　野） 杉山　紗梨（日　吉） 若林　矩子（日　野） 岸村　淳美（日　野）
［63kg級］ 田中　美衣（長浜西） 梅本まどか（木之本） 澤村　玲美（湖　東） 稲岡かおり（日　吉）
［70kg級］ 門脇恭仁子（打　出） 西河麻菜美（聖　徳） 上船　晴香（野洲北） 石田　　唯（打　出）
［+70kg級］ 岡島　未季（長浜南） 甲斐　　光（湖　東） 板谷　美佳（虎　姫） 古谷紗矢佳（今　津）

Ｈ１４年度　　第55回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 田　上　中学校 能登川　中学校 日　吉　中学校 甲　良　中学校
［女 子］ 湖　東　中学校 日　吉　中学校 打　出　中学校 虎　姫　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 小柳憲士郎（高　月） 広川　太一（日　枝） 岡田　浩弥（八　幡） 中島　優駿（聖　徳）
［60kg級］ 山本隼哉人（八　幡） 森下　清仁（木之本） 神田　悠吾（田　上） 西居　邦人（能登川）
［66kg級］ 平川　祐基（高　月） 大原　裕樹（八幡東） 世古　大和（田　上） 酒井　俊希（守　山）
［73kg級］ 南　　拓也（八幡西） 北川　竜也（日　吉） 豊田　英幸（田　上） 小西　隆市（八幡東）
［81kg級］ 平尾　譲一（田　上） 児玉　真吾（能登川） 木村　真人（甲　良） 辻　　昭彦（西浅井）
［90kg級］ 松宮　　広（比叡山） 伊藤　佑磨（甲　良） 西川　亮範（愛　知） 小林　　駿（草　津）
［+90kg級］ 田村　真我（真　野） 山本　裕之（西浅井） 井口圭太郎（能登川） 光家　明宏（高　月）
［44kg級］ 広川　也未（日　枝） 芳谷　優子（打　出） 原添　和佳（石　山） 森下　慶子（木之本）
［48kg級］ 青山　　歩（湖　東） 高塚　　夢（安　土） 山本　梨沙（日　吉） 吉村　麻衣（葉　山）
［52kg級］ 杉山　紗梨（日　吉） 北井　千晶（日　吉） 酒井　彩希（打　出） 石井まなみ（能登川）
［57kg級］ 林　　希美（湖　東） 山添奈々美（竜　王） 小寺みなみ（湖　東） 澤居　美里（湖　東）
［63kg級］ 田中　美衣（長浜西） 澤村　玲美（湖　東） 岸村　淳美（日　野） 吉澤由香利（日　野）
［70kg級］ 坂井　友香（虎　姫） 石田　　唯（打　出） 教野ゆかり（木之本） 森田夕貴子（竜　王）
［+70kg級］ 甲斐　　光（湖　東） 岡島　未季（長浜南） 板谷　美佳（虎　姫） 磯田真理子（安曇川）
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Ｈ１５年度　　第56回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 甲　良　中学校 田　上　中学校 八幡西　中学校 高　月　中学校
［女 子］ 湖　東　中学校 能登川　中学校 田　上　中学校 日　枝　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 中島　優駿（聖　徳） 藤川　祐介（田　上） 林　　大智（西浅井） 堀　　成省（木之本）
［60kg級］ 川越　見真（高　月） 福地　素明（日　吉） 今井　良輔（八　幡） 際田　剛志（八幡西）
［66kg級］ 平川　祐基（高　月） 山崎　悠司（甲　良） 門脇　光佑（打　出） 前出　翔大（八　幡）
［73kg級］ 世古　大和（田　上） 谷田　知洋（湖　東） 近藤　勇二（浅　井） 宮崎　崇彦（甲　良）
［81kg級］ 南　　拓也（八幡西） 豊田　英幸（田　上） 竹腰　裕輝（西浅井） 田井中亮二（能登川）
［90kg級］ 小寺　弘明（打　出） 村野　星矢（安　土） 山本　智輝（八　幡） 山元　昭人（高　穂）
［+90kg級］ 平川　晃祥（高　月） 山田三樹夫（甲　良） 谷村　貴之（高　穂） 山下　智之（朽　木）
［44kg級］ 中西　菜月（皇子山） 原添　和佳（石　山） 広川　也未（日　枝） 森下　慶子（木之本）
［48kg級］ 青山　　歩（湖　東） 甲斐　裕紀（八幡西） 黒原　　舞（日　枝） 行待真菜美（能登川）
［52kg級］ 高塚　　夢（安　土） 井上　亜美（八　幡） 澤村　成美（湖　東） 澤井　美緒（日　吉）
［57kg級］ 澤居　美里（湖　東） 堀　　杏奈（木之本） 中嶋　郁美（皇子山） 田口　未来（竜　王）
［63kg級］ 澤村　玲美（湖　東） 小寺みなみ（湖　東） 上野　文愛（能登川） 森田　真菜（皇子山）
［70kg級］ 坂井　友香（虎　姫） 坂下　星満（水　口） 田中　　恵（西浅井） 三和　愛弓（び　わ）
［+70kg級］ 岡島　未季（長浜南） 大菅　美里（秦　荘） 大菅　衿沙（秦　荘）

Ｈ１６年度　　第57回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 愛　知　中学校 能登川　中学校 八　幡　中学校 高　月　中学校
［女 子］ 秦　荘　中学校 田　上　中学校 能登川　中学校 木之本　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 小森　啓太（八　幡） 伊藤　亮太（皇子山） 杉本　啓輔（愛　知） 神崎　亮一（能登川）
［60kg級］ 児玉　幹夫（能登川） 林　　大智（西浅井） 三家　久寿（木之本） 廣田　卓哉（湖　東）
［66kg級］ 前出　翔大（八　幡） 吉川　智博（愛　知） 橋本　有記（皇子山） 中島　　豊（聖　徳）
［73kg級］ 平川　祐基（高　月） 今井健太郎（日　吉） 田井中厚志（能登川） 木下　雅裕（愛　知）
［81kg級］ 近藤　勇二（浅　井） 平尾　岳志（水　口） 杉江　優太（打　出） 田村　　良（日　枝）
［90kg級］ 村野　星矢（安　土） 伊勢村一平（栗　東） 森　　清紀（高　月） 射庭　健太（マキノ）
［+90kg級］ 竹田　　誠（粟　津） 山下　智之（朽　木） 田村　充宏（高　穂） 野村　成人（虎　姫）
［44kg級］ 上野　美香（田　上） 西澤　歩唯（湖　東） 津田　良子（八　幡） 中原　瑞枝（秦　荘）
［48kg級］ 森下　慶子（木之本） 田口　梨那（び　わ） 疋田　瑞季（松　原） 岡本　香澄（愛　知）
［52kg級］ 甲斐　裕紀（八幡西） 田口　未来（竜　王） 國領　美里（湖　東） 松井　玲奈（皇子山）
［57kg級］ 澤村　成美（湖　東） 中嶋　郁美（皇子山） 田口りか子（能登川） 中村　真実（能登川）
［63kg級］ 宇野　詩織（田　上） 堀　　杏奈（木之本） 粟津　詩織（皇子山） 西林　未夏（日　野）
［70kg級］ 坂井　友香（虎　姫） 森田夕貴子（竜　王） 清水　香那（浅　井） 溝口　真紀（西浅井）
［+70kg級］ 大菅　美里（秦　荘） 小川　淳美（安　土） 大菅　衿沙（秦　荘） 渡辺　葉月（能登川）

Ｈ１７年度　　第58回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 田　上　中学校 木之本　中学校 愛　知　中学校 高　穂　中学校
［女 子］ 湖　東　中学校 秦　荘　中学校 粟　津　中学校 愛　知　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 前出　大貴（八　幡） 伊吹　亮祐（北大路） 杉田　竜馬（日　吉） 原添　洸平（田　上）
［60kg級］ 木村　将史（木之本） 岡地　直樹（八幡東） 谷口　　徹（真　野） 山中　勇人（田　上）
［66kg級］ 財部　慶顕（聖　徳） 三家　久寿（木之本） 門西　良健（愛　知） 松下　裕也（聖　徳）
［73kg級］ 鈴木　政寿（木之本） 赤塚　員麻（高　穂） 上村　拓未（粟　津） 末永　祐大（マキノ）
［81kg級］ 平尾　　圭（田　上） 日比野龍矢（粟　津） 本庄　竜也（愛　知） 平良　大樹（田　上）
［90kg級］ 吉川　　潤（愛　知） 林　　大貴（西浅井） 齋藤　剛志（虎　姫） 佐倉　佑弥（今　津）
［+90kg級］ 伊勢村一平（栗　東） 野村　成人（虎　姫） 越智　亮司（竜　王） 脇坂　博也（浅　井）
［44kg級］ 遠藤　宏美（比叡山） 中西　　悠（日　吉） 田邉　晴菜（双　葉） 甲斐　眞未（八幡西）
［48kg級］ 西澤　歩唯（湖　東） 中原　瑞枝（秦　荘） 丸橋　亜耶（秦　荘） 関目　綾乃（八　幡）
［52kg級］ 垣谷　香織（湖　東） 新井　雪菜（皇子山） 岡本　香澄（愛　知） 田口　梨那（び　わ）
［57kg級］ 國領　美里（湖　東） 森　香奈子（高　月） 藤川　邦子（西浅井） 山中　麻耶（瀬田北）
［63kg級］ 澤村　成美（湖　東） 岡本　美咲（粟　津） 藤田　桜子（水　口） 角田　玲蘭（米　原）
［70kg級］ 大菅　衿沙（秦　荘） 堀　　杏奈（木之本） 近藤　瑞希（浅　井） 坂下　福満（水　口）
［+70kg級］ 大菅　美里（秦　荘） 小川　淳美（安　土） 浅井　奈々（木之本）

Ｈ１８年度　　第59回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 田　上　中学校 粟　津　中学校 八　幡　中学校 湖　東　中学校
［女 子］ 粟　津　中学校 皇子山　中学校 木之本　中学校 湖　東　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 原添　洸平（田　上） 杉本　雅史（愛　知） 中瀬　裕太（長浜西） 西澤　元貴（竜　王）
［60kg級］ 平井　健梧（田　上） 山内　飛鳥（高　月） 深美　　覚（高　月） 太田　和志（湖　東）
［66kg級］ 奥田　修平（田　上） 前出　大貴（八　幡） 津田　詠慈（皇子山） 橋詰　　翔（高　穂）
［73kg級］ 財部　慶顕（聖　徳） 本庄　竜也（愛　知） 上村　拓未（粟　津） 竹田　　賢（粟　津）
［81kg級］ 日比野龍矢（粟　津） 村田　隆行（能登川） 斉藤　　晴（比叡山） 森　　陽祐（高　月）
［90kg級］ 平良　大樹（田　上） 佐倉　佑弥（今　津） 林　　大貴（西浅井） 八木　有天（田　上）
［+90kg級］ 脇坂　博也（浅　井） 中泉　陽平（田　上） 黒田　賢治（浅　井） 南部　大輝（湖　北）
［44kg級］ 遠藤　宏美（比叡山） 鈴木　真佑（粟　津） 山中　怜奈（田　上） 谷口　友梨（栗　東）
［48kg級］ 中西　　悠（日　吉） 田邉　晴菜（双　葉） 谷口　友美（栗　東） 大橋あゆみ（附　属）
［52kg級］ 甲斐　眞未（八幡西） 垣谷　未来（湖　東） 木下　裕美（愛　知） 峰本沙也佳（彦根東）
［57kg級］ 垣谷　香織（湖　東） 長田紗矢香（皇子山） 山中　麻耶（瀬田北） 福島　沙織（秦　荘）
［63kg級］ 岡本　美咲（粟　津） 松野　円加（愛　東） 中村なつ実（秦　荘） 國領　美里（湖　東）
［70kg級］ 西林　未夏（日　野） 近藤　瑞希（浅　井） 鈴木　亜依（木之本） 坂下　福満（水　口）
［+70kg級］ 小川　淳美（安　土） 浅井　奈々（木之本） 中垣　みえ（水　口）

Ｈ１９年度　　第60回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 湖　東　中学校 高　月　中学校 愛　知　中学校 水　口　中学校
［女 子］ 粟　津　中学校 秦　荘　中学校 日　吉　中学校 木之本　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 中瀬　裕太（長浜西） 鳴海　　俊（日　吉） 松田　諒平（愛　知） 福井　穂高（安曇川）
［60kg級］ 原添　洸平（田　上） 平尾　晃司（水　口） 大西　正悟（愛　知） 小松　真也（能登川）
［66kg級］ 深美　　覚（高　月） 平田　康樹（粟　津） 藤川　朋史（愛　知） 木村　智仁（木之本）
［73kg級］ 山内　飛鳥（高　月） 安田　翔太（八　幡） 松江　祐輔（聖　徳） 鈴木　豪士（木之本）
［81kg級］ 斉藤　　晴（比叡山） 日比野圭祐（志　賀） 宇野　祐将（聖　徳） 林　　祐真（能登川）
［90kg級］ 奥村　将斗（安曇川） 大戸　雄慈（志　賀） 瀧本　一樹（長浜東） 渡部好太郞（湖　東）
［+90kg級］ 澤村　卓也（湖　東） 齋藤　進也（虎　姫） 澤　　耀介（川　瀬） 真野　航平（西浅井）
［44kg級］ 中西　　悠（日　吉） 岡本　貴子（長浜西） 松浦実沙子（浅　井） 伊藤　有紀（愛　東）
［48kg級］ 遠藤　宏美（比叡山） 佐竹　千乃（田　上） 山中　怜奈（田　上） 秋田　季沙（愛　知）
［52kg級］ 鈴木　真佑（粟　津） 谷口　友美（栗　東） 大橋あゆみ（附　属） 松井ゆかり（日　吉）
［57kg級］ 福島　沙織（秦　荘） 山中　麻耶（瀬田北） 木下　裕美（愛　知） 垣谷　未来（湖　東）
［63kg級］ 岡本　美咲（粟　津） 青山　柊子（秦　荘） 横井　里佳（木之本） 田中　優衣（彦根南）
［70kg級］ 坂下　福満（水　口） 宮本ナオミ（水　口） 清水奈々珠（愛　東）
［+70kg級］ 小島ひかる（八　幡） 浅井　奈々（木之本）
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Ｈ２０年度　　第61回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 粟　津　中学校 湖　東　中学校 秦　荘　中学校 田　上　中学校
［女 子］ 田　上　中学校 水　口　中学校 秦　荘　中学校 粟　津　中学校
【個人の部】
［55kg級］ 垣谷　隆仁（湖　東） 内田　勝生（粟　津） 遠藤　泰樹（比叡山） 平良　将樹（田　上）
［60kg級］ 藤田　風太（高　月） 澤村　剛成（湖　東） 椹木　恭仁（比叡山） 杉嶋　大和（日　吉）
［66kg級］ 大歯健太郎（湖　東） 池本　　睦（水　口） 堀井　幸允（八　幡） 松居　秀明（湖　東）
［73kg級］ 平田　康樹（粟　津） 木村　智仁（木之本） 藤川　朋史（愛　知） 苗村　知輝（秦　荘）
［81kg級］ 瀧本　一樹（長浜東） 田中　　駿（聖　徳） 松本　吏世（田　上） 清本　貴鳳（日　吉）
［90kg級］ 奥村　将斗（安曇川） 松井孝太朗（粟　津） 上林　千春（秦　荘） 西岡　祐紀（聖　徳）
［+90kg級］ 齋藤　進也（虎　姫） 柏木　正至（水　口） 渡部好太郞（湖　東） 八木佐太次（秦　荘）
［44kg級］ 金本　ユミ（粟　津） 松浦実沙子（浅　井） 森下　綾子（木之本） 佐竹　真帆（田　上）
［48kg級］ 岡本　貴子（長浜西） 山中　怜奈（田　上） 永野　愛子（粟　津） 谷口　　舞（栗　東）
［52kg級］ 峰本沙也佳（彦根東） 飯田　夏実（粟　津） 秋田　季沙（愛　知） 中川　有紀（日　吉）
［57kg級］ 北川　真衣（秦　荘） 平井　千尋（田　上） 早野　貴子（長浜西） 川越　幸菜（高　月）
［63kg級］ 田中　優衣（彦根南） 鯰江　加奈（愛　東） ｱﾀﾞﾆｱ ｹｽﾚｲ（水　口） 村居　佳香（虎　姫）
［70kg級］ 福島　沙織（秦　荘） 宮本ナオミ（水　口） 岩本　治美（草　津）
［+70kg級］ 小島ひかる（八　幡） 中垣きみえ（水　口）

Ｈ２１年度　　第62回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 田　上　中学校 秦　荘　中学校 水　口　中学校 比叡山　中学校
［女 子］ 秦　荘　中学校 愛　東　中学校 竜　王　中学校 西浅井　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 小柳雄二郎（高　月） 村田　　悠（竜　王） 田中　大智（皇子山） 松野　大樹（愛　東）
［55kg級］ 野村　尚希（田　上） 中原　諒人（比叡山） 満嶋　哲也（秦　荘） 土肥　晃也（秦　荘）
［60kg級］ 平良　将樹（田　上） 遠藤　泰樹（比叡山） 野瀬　崇徳（甲　良） 沖　　鷹廣（八　幡）
［66kg級］ 椹木　恭仁（比叡山） 松居　秀明（湖　東） 奥田　泰平（田　上） 平田　俊樹（粟　津）
［73kg級］ 橋本　雄太（田　上） 森田　翔太（八幡東） 芥川　勇太（水　口） 今井　　堅（甲　西）
［81kg級］ 松本　吏世（田　上） 杉本　涼太（虎　姫） 山川　雄大（田　上） 森東　俊貴（能登川）
［90kg級］ 田中　　駿（聖　徳） 清本　貴鳳（日　吉） 横井　勝哉（木之本） 山田　俊之（高　穂）
［+90kg級］ 八木沙汰次（秦　荘） 森　　晴葵（愛　知） 脇　　奏大（志　賀） 山田　丈也（甲　良）
［44kg級］ 辻　すずか（秦　荘） 千代　佳那（野　洲） 田中　律帆（彦根東） 小島　　茜（粟　津）
［48kg級］ 神戸　咲也（竜　王） 藤井　瑞希（安　土） 横田　佳奈（長浜南） 福家由布季（皇子山）
［52kg級］ 水永佳奈子（木之本） 杉嶋　里咲（高　穂） 田村　優佳（日　吉） 堀池　　萌（粟　津）
［57kg級］ 北川　真衣（秦　荘） 西澤　節茄（志　賀） 早野　貴子（長浜西） 伊吹　祐香（粟　津）
［63kg級］ 田中　優衣（彦根南） 勝見沙都葵（竜　王） 鯰江　加奈（愛　東） 北川　杏奈（虎　姫）
［70kg級］ 志賀　瑞希（び　わ） 中島　萌花（西浅井）
［+70kg級］ 小島ひかる（八　幡） 吉野　美奈（木之本） 船元　奈緒（皇子山） 岩本　治美（草　津）

Ｈ２２年度　　第63回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 皇子山　中学校 粟　津　中学校 秦　荘　中学校 水　口　中学校
［女 子］ 秦　荘　中学校 粟　津　中学校 西浅井　中学校 木之本　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 西口　　嵐（比叡山） 西村　岳博（日　吉） 岡本　　剣（粟　津） 苗村　晴基（秦　荘）
［55kg級］ 中原　諒人（比叡山） 村田　　悠（竜　王） 赤間　俊彦（皇子山） 川端　靖麻（守山北）
［60kg級］ 野村　尚希（田　上） 田中　大智（皇子山） 小柳雄二郎（高　月） 橋本　涼太（粟　津）
［66kg級］ 遠藤　泰樹（比叡山） 髙橋　智哉（粟　津） 澤井　亮一（水口東） 岸野　圭吾（粟　津）
［73kg級］ 杉山　義典（双　葉） 満嶋　哲也（秦　荘） 足達　皓一（皇子山） 廣瀬　　亮（皇子山）
［81kg級］ 杉本　涼太（虎　姫） 近藤　奨太（玉　川） 峰田　直人（木之本） 肥田　大輝（双　葉）
［90kg級］ 横井　勝哉（木之本） 前田　　雪（西浅井） 西山　直介（皇子山） 田中　直樹（朽　木）
［+90kg級］ 八木沙汰次（秦　荘） 森　　晴葵（愛　知） 藤井　永吉（水　口） 横田　秀司（粟　津）
［44kg級］ 佐野　　愛（守　山） 真鍋　彩香（守　山） 千代　紗菜（粟　津） 池口優利恵（双　葉）
［48kg級］ 辻　すずか（秦　荘） 福家由布季（皇子山） 小島　　茜（粟　津） 清水　佑南（愛　東）
［52kg級］ 水永佳奈子（木之本） 田村　優佳（日　吉） 藤田　千夏（石　部） 山下　美波（水口東）
［57kg級］ 北川　真衣（秦　荘） 杉嶋　里咲（高　穂） 中島　美瀬（志　賀） 若林　由佳（守山北）
［63kg級］ 早野　貴子（長浜西） 森田沙耶香（八幡東） 山岡　恭子（粟　津） 藤田　実花（志　賀）
［70kg級］ 志賀　瑞希（び　わ）
［+70kg級］ 中島　萌花（西浅井） 古賀寿璃奈（田　上） 清水　美緒（浅　井） 谷口　楓夏（西浅井）

Ｈ２３年度　　第64回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 粟　津　中学校 日　吉　中学校 田　上　中学校 比叡山　中学校
［女 子］ 粟　津　中学校 皇子山　中学校 浅　井　中学校　 守　山　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 植垣　　航（比叡山） 伊藤　嘉人（愛　東） 田中　大晴（彦根東） 松下　隼人（竜　王）
［55kg級］ 柳　　勇思（粟　津） 岡山　雄磨（兄弟社） 谷口　　光（粟　津） 佐藤　　巧（虎　姫）
［60kg級］ 慶田　功一（粟　津） 武内章太郎（粟　津） 朝比奈龍希（粟　津） 満田　圭亮（愛　東）
［66kg級］ 北村　翔太（聖　徳） 大谷　崇将（田　上） 橋本　涼太（粟　津） 梶間　大将（日　吉）
［73kg級］ 足達　皓一（皇子山） 藤井　達哉（草　津） 竹村　洋平（粟　津） 木下　　譲（田　上）
［81kg級］ 澤井　亮一（水口東） 髙橋　智哉（粟　津） 遠藤　直人（比叡山） 豊田　迦勒（田　上）
［90kg級］ 長田　憲樹（粟　津） 杉本冬至陽（長浜南） 服部　聖広（粟　津） 中村　匡志（日　吉）
［+90kg級］ 前田　　雪（西浅井） 横田　秀司（粟　津） 森　　勇磨（虎　姫） 北川　仁基（田　上）
［44kg級］ 小倉　　葵（粟　津） 近藤　千咲（兄弟社） 千代　紗菜（粟　津） 宮本　志保（日　吉）
［48kg級］ 福﨑　光砂（湖　東） 西口　楓雪（皇子山） 苗村　希美（秦　荘） 真鍋　彩香（守　山）
［52kg級］ 伊藤　友希（比叡山） 福家由布季（皇子山） 冨岡みなみ（浅　井） 日比まりあ（双　葉）
［57kg級］ 若林　由佳（守山北） 中村　美友（秦　荘） 藤田　千夏（石　部） 舩野　　葵（西浅井）
［63kg級］ 水野　瑚春（守　山） 森田沙耶香（八幡東） 山岡　恭子（粟　津） 黒田　千博（浅　井）
［70kg級］ 志賀　瑞希（び　わ） 中島　萌花（西浅井）
［+70kg級］ 清水　美緒（浅　井） 古賀寿璃奈（田　上） 重森　美紗（安　土） 北村　朱里（能登川）

Ｈ２４年度　　第65回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 粟　津　中学校 比叡山　中学校 日　吉　中学校 浅　井　中学校
［女 子］ 守　山　中学校 粟　津　中学校 田　上　中学校 皇子山　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 杼木　勁人（竜　王） 西村　快斗（八　幡） 森　　尚貴（能登川） 井上　優吾（比叡山）
［55kg級］ 谷口　　光（粟　津） 船越　達也（粟　津） 山田　隼矢（朝　桜） 田中　大晴（彦根東）
［60kg級］ 山田　健雅（比叡山） 奥田　朗平（田　上） 朝比奈龍希（粟　津） 押谷　彦斗（浅　井）
［66kg級］ 橋本　涼太（粟　津） 後藤　英仁（比叡山） 小林　大貴（日　吉） 吉川　輝武（愛　知）
［73kg級］ 武内章太郎（粟　津） 林　　蒼太（粟　津） 今村　日向（皇子山） 岡本　昇馬（守　山）
［81kg級］ 遠藤　直人（比叡山） 藤井　達哉（草　津） 赤坂　　皐（長浜北） 大辻　柊哉（能登川）
［90kg級］ 岩下　　魁（守山南） 峰田　昌弥（木之本） 宇野　龍司（粟　津） 榎本　圭佑（守　山）
［+90kg級］ 横田　秀司（粟　津） 八木佐太治（秦　荘） 宮倉　大将（日　吉） 北川　仁基（田　上）
［44kg級］ 小倉　　葵（粟　津） 千代　紗菜（粟　津） 岡本　朋花（守　山） 尾田帆乃夏（彦根南）
［48kg級］ 西口　楓雪（皇子山） 池口優利恵（双　葉） 田村　紗采（日　吉） 福家亜季子（皇子山）
［52kg級］ 苗村　希美（秦　荘） 若林　由佳（守山北） 福﨑　光砂（湖　東） 山田　七帆（高　月）
［57kg級］ 伊藤　友希（比叡山） 松川　智子（田　上） 藤井　玲奈（皇子山） 山本　月奈（水　口）
［63kg級］ 水野　瑚春（守　山） 平岡　万結（田　上） 古川　　睦（マキノ） 武本　永遠（木之本）
［70kg級］ 清水　美緒（浅　井） 森田沙耶香（八幡東） 園田萌絵香（守　山） 杉野　寿夏（比叡山）
［+70kg級］ 古賀寿璃奈（田　上） 石田　　彩（西浅井） 北村　朱里（能登川）
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Ｈ２５年度　　第66回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 粟　津　中学校 比叡山　中学校 田　上　中学校 能登川　中学校
［女 子］ 守　山　中学校 比叡山　中学校 皇子山　中学校 秦　荘　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 土田　純也（河　南） 井上　優吾（比叡山） 森　　尚貴（能登川） 松川　昌憲（愛　知）
［55kg級］ 橋本　健太（粟　津） 松尾　英治（守　山） 藤井　陸矢（安　土） 池尻　一生（粟　津）
［60kg級］ 谷口　　光（粟　津） 伊藤　幸真（愛　知） 永谷　直也（比叡山） 松川　龍二（田　上）
［66kg級］ 朝比奈龍希（粟　津） 今村　亮太（皇子山） 高橋　良治（聖　徳） 志賀　勇哉（び　わ）
［73kg級］ 岡本　昇馬（守　山） 川﨑　絃生（浅　井） 教野　昭彦（高　月） 大谷　龍二（田　上）
［81kg級］ 林　　蒼太（粟　津） 西岡　大起（比叡山） 齋藤　　慶（栗　東） 岡田　侑也（草　津）
［90kg級］ 大辻　柊哉（能登川） 伊藤　壱晟（比叡山） 岡田　拓朗（粟　津） 加藤　涼真（彦根東）
［+90kg級］ 北川　仁基（田　上） 宇野　龍司（粟　津） 奥村　総太（栗　東） 藤田　晃矢（び　わ）
［40kg級］ 尾田瑠璃波（彦根南） 江畑　美玖（守　山） 岩田　萌恵（志　賀） 福永　千夏（八　幡）
［44kg級］ 安枝　汐香（守　山） 安枝　帆香（守　山） 上田　涼奈（彦根東） 沖　　紘未（八　幡）
［48kg級］ 藤井　志穂（守　山） 尾田帆乃夏（彦根南） 安枝　朋香（守　山） 生駒　美有（彦根中央）
［52kg級］ 西口　楓雪（皇子山） 岡本　朋花（守　山） 井上　智湖（比叡山） 田村　紗采（日　吉）
［57kg級］ 伊藤　友希（比叡山） 足達　実佳（比叡山） 松川　智子（田　上） 藤田　　瑚（彦根中央）
［63kg級］ 水野　瑚春（守　山） 武本　永遠（木之本） 古川　　睦（マキノ） 平岡　万結（田　上）
［70kg級］ 園田萌絵香（守　山） 杉野　寿夏（比叡山） 薬師山ひかり（比叡山）
［+70kg級］ 田中　梨香（高　島） 沢田　　優（西浅井）

Ｈ２６年度　　第67回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 粟　津　中学校 比叡山　中学校 田　上　中学校 守　山　中学校
［女 子］ 比叡山　中学校 守　山　中学校 木之本　中学校 愛　東　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 谷口　　歩（粟　津） 松尾　優吾（守　山） 佐藤　圭悟（田　上） 野村　陽樹（愛　東）
［55kg級］ 柿田　竜馬（愛　知） 富田　　塁（水　口） 北川　陽山（田　上） 水野　聡太（守　山）
［60kg級］ 堤　　優輝（秦　荘） 大谷　悠生（浅　井） 奥田　訓平（田　上） 小倉　祐樹（粟　津）
［66kg級］ 永谷　直也（比叡山） 橋本　健太（粟　津） 松川　龍二（田　上） 小平　涼太（粟　津）
［73kg級］ 教野　昭彦（高　月） 三田村祐希（志　賀） 岡本　敦生（秦　荘） 土田　海也（河　南）
［81kg級］ 西岡　大起（比叡山） 辻　　直記（日　枝） 竹村　直哉（栗　東） 藪野　涼太（八幡東）
［90kg級］ 加藤　涼真（彦根東） 窪田　風雅（中　主） 藤田　優介（守　山） 桂田　快生（甲　良）
［+90kg級］ 岡田　拓朗（粟　津） 奥村　総太（栗　東） 堀江　文人（守山南） 椎葉　竜也（安曇川）
［40kg級］ 向尾　知妃（守　山） 江畑　美玖（守　山） 福永　千夏（八　幡） 岩田　萌恵（志　賀）
［44kg級］ 尾田瑠璃波（彦根南） 安枝　汐香（守　山） 安枝　朋香（守　山） 岩田　佳恵（志　賀）
［48kg級］ 安枝　帆香（守　山） 山﨑　椎奈（木之本） 佐野　　凜（比叡山） 上田　涼奈（彦根東）
［52kg級］ 藤井　志穂（守　山） 生駒　美有（彦根中央） 井上　智湖（比叡山） 田村　紗采（日　吉）
［57kg級］ 足達　実佳（比叡山） 久米里佳菜（彦根東） 小寺　由起（愛　東） 山﨑　菜歩（木之本）
［63kg級］ 岡本　朋花（守　山） 植田　夏海（野洲北） 古澤　杏実（浅　井） 江畑　真衣（守　山）
［70kg級］ 薬師山ひかり（比叡山） 久森樹理朱（愛　東） 井上　咲花（日　吉）
［+70kg級］ 園田萌絵香（守　山） 杉野　寿夏（比叡山）

Ｈ２７年度　　第68回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 田　上　中学校 守　山　中学校 浅　井　中学校 粟　津　中学校
［女 子］ 比叡山　中学校 守　山　中学校 能登川　中学校 木之本　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 杉江　恭弥（甲　良） 北野　天翔（守　山） 山下　大輔（愛　知） 北川　雅人（虎　姫）
［55kg級］ 佐藤　圭悟（田　上） 松尾　優吾（守　山） 犬童信太郎（粟　津） 上門　昂輝（田　上）
［60kg級］ 奥田　訓平（田　上） 荻　　運慶（比叡山） 水野　聡太（守　山） 花澤錬太朗（浅　井）
［66kg級］ 松川　龍二（田　上） 余財　輝星（安曇川） 豊田　修平（守　山） 大迫　力也（甲西北）
［73kg級］ 上嶋　真生（田　上） 西本　萌人（守　山） 中川　優斗（愛　知） 土田　海也（河　南）
［81kg級］ 小寺　亨征（守　山） 奥田　創太（比叡山） 玉西恩頼人（志　賀） 西岡　拓音（田　上）
［90kg級］ 加藤　涼真（彦根東） 岩佐　晃宜（能登川） 後藤　大空（兄弟社） 蓮蔵　耀士（湖　東）
［+90kg級］ 藤田　優介（守　山） 奥村　総太（栗　東） 玉城　竜生（皇子山） 小上　展寿（粟　津）
［40kg級］ 江畑　美玖（守　山） 南平　絢香（守　山） 福永　千夏（八　幡） 堀井　颯希（八幡西）
［44kg級］ 尾田瑠璃波（彦根南） 杉本　怜美（比叡山） 高嶌　希空（高　月） 成田　愛奈（高　月）
［48kg級］ 向尾　知妃（守　山） 佐野　　凜（比叡山） 田内　美優（八幡東） 関目　曇純（八　幡）
［52kg級］ 藤井　志穂（守　山） 山﨑　椎奈（木之本） 住友　夢唯（老　上） 北村　杏珠（聖　徳）
［57kg級］ 足達　実佳（比叡山） 長根瑠々花（守　山） 高嶌真奈香（高　月） 本田　礼那（長浜東）
［63kg級］ 井上　智湖（比叡山） 森　明日香（能登川） 植田　夏海（野洲北） 前田　典香（西浅井）
［70kg級］ 薬師山ひかり（比叡山） 小川　華奈（水　口）
［+70kg級］ 林　　桃香（比叡山） 森　　美月（虎　姫） 奥澤　美咲（愛　東）

Ｈ２８年度　　第69回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 浅　井　中学校 粟　津　中学校 田　上　中学校 愛　知　中学校
［女 子］ 守　山　中学校 粟　津　中学校 木之本　中学校 高　月　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 篠原　一太（守　山） 谷口　　翼（粟　津） 田村　壮志（比叡山） 伊藤　侑真（愛　知）
［55kg級］ 楠神　岳騎（愛　知） 上田　　尭（甲　良） 森田　峻介（守　山） 西岡　昂平（玉　川）
［60kg級］ 上門　昂輝（田　上） 森田　凌介（守　山） 山下　大輔（愛　知） 大迫　　翔（甲西北）
［66kg級］ 花澤錬太朗（浅　井） 荻　　運慶（比叡山） 堤　　大輝（秦　荘） 杉山　太郎（八　幡）
［73kg級］ 大迫　力也（甲西北） 桐畑　銀士（浅　井） 久保市彪雅（愛　知） 大辻　虹星（能登川）
［81kg級］ 宇佐美　倭（柏　原） 千代靏　岳（浅　井） 深田　龍一（能登川） 船橋　悠馬（志　賀）
［90kg級］ 西岡　拓音（田　上） 小河原　悟（能登川） 麻野　　剛（八幡東） 寺岡　利幸（兄弟社）
［+90kg級］ 小上　展寿（粟　津） 福田　　聖（浅　井） 早藤　健太（安曇川） 中村　耀介（安曇川）
［40kg級］ 南平　優華（守　山） 岡　ももか（浅　井） 杉本　怜美（比叡山） 湯淺　美咲（能登川）
［44kg級］ 安枝　風香（守　山） 犬童　菜帆（粟　津） 堀井　颯希（八幡西） 東　　采佳（能登川）
［48kg級］ 南平　絢香（守　山） 西條里奈子（粟　津） 関目　曇純（八　幡） 久保市璃子（愛　知）
［52kg級］ 柳原　美希（比叡山） 住友　夢唯（老　上） 苗村　茅寧（秦　荘） 東澤あゆみ（湖　東）
［57kg級］ 長根瑠々花（守　山） 島林　楓乃（粟　津） 五十野七海（八幡西） 本田　礼那（長浜東）
［63kg級］ 江畑　真衣（守　山） 里内　若夏（守　山） 横田　　麗（木之本） 木内　幸妃（粟　津）
［70kg級］ 上久保さくら（田　上） 小川　真綾（甲　良） 田中　真尋（西浅井） 青井　桜香（日　吉）
［+70kg級］ 森　　美月（虎　姫） 奥澤　美咲（愛　東）

Ｈ２９年度　　第70回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 守　山　中学校 愛　知　中学校 志　賀　中学校 田　上　中学校
［女 子］ 守　山　中学校 粟　津　中学校 田　上　中学校 西浅井　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 西村　佳力（能登川） 向尾　奈基（守　山） 田村　倫徳（田　上） 斉藤　　尊（守　山）
［55kg級］ 田中　聖也（愛　知） 篠原　一太（守　山） 大谷　佳右（粟　津） 三原　脩悟（朝　桜）
［60kg級］ 森田　峻介（守　山） 上田　　尭（甲　良） 森山　瑠星（粟　津） 安田　力也（虎　姫）
［66kg級］ 森田　凌介（守　山） 秋田　　伯（田　上） 山岡　風翔（比叡山） 上田　　季（甲　良）
［73kg級］ 大迫　　翔（甲西北） 山下　大輔（愛　知） 吉岡　聖真（愛　知） 北川　侑瑚（木之本）
［81kg級］ 花澤光支朗（浅　井） 城　　健太（愛　東） 北村　一真（志　賀） 山中　琉輝（聖　徳）
［90kg級］ 船橋　悠馬（志　賀） 服部　一樹（比叡山） 中村　　翔（彦根中央） 福田　　慧（浅　井）
［+90kg級］ 長田　龍樹（皇子山） 中島　碧登（愛　知） 麻野　　剛（八幡東）
［40kg級］ 吉村　雪羽（浅　井） 中島　希歌（能登川） 杉本　怜美（比叡山） 湯淺　美咲（能登川）
［44kg級］ 南平　優華（守　山） 谷口　　華（粟　津） 清水　陽向（彦根東） 白﨑　未祐（志　賀）
［48kg級］ 安枝　風香（守　山） 東　　采佳（能登川） 茶木ひなた（粟　津） 瀬口　晴菜（志　賀）
［52kg級］ 久保市璃子（愛　知） 犬童　菜帆（粟　津） 土田　萌生（河　南） 箕浦  奈菜（大　東）
［57kg級］ 西條里奈子（粟　津） 川嶋　海来（守　山） 織田　真歩（高　月） 柳原　美希（比叡山）
［63kg級］ 島林　楓乃（粟　津） 本田　礼那（長浜東） 横田　　麗（木之本） 里内　若夏（守　山）
［70kg級］ 小川　真綾（甲　良） 田中　真尋（西浅井） 會田　　望（兄弟社）
［+70kg級］ 上久保さくら（田　上）
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Ｈ３０年度　　第71回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］ 守　山　中学校 田　上　中学校 聖　徳　中学校 愛　知　中学校
［女 子］ 守　山　中学校 粟　津　中学校 聖　徳　中学校 浅　井　中学校
【個人の部】
［50kg級］ 田村　倫徳（田　上） 田中　都羽（愛　知） 村　洋輝（田　上） 川添　優希（八　幡）
［55kg級］ 斉藤　　尊（守　山） 岩崎　大成（双　葉） 山本　永遠（志　賀） 岩崎　大成（双　葉）
［60kg級］ 藤田　悠貴（彦　根） 古賀　光洋（田　上） 田原　怜輝（聖　徳） 冨田　昂志（秦　荘）
［66kg級］ 秋田　　伯（田　上） 秋田　ハル（田　上） 大川　太陽（栗　東） 小倉　育樹（粟　津）
［73kg級］ 西本　波留（守　山） 海老崎巨樹（田　上） 吉岡　聖真（愛　知） 向　　匠海（聖　徳）
［81kg級］ 藤田　康生（守　山） 山中　琉輝（聖　徳） 上田　新芽（日　吉） 森本聡二郎（八　幡）
［90kg級］ 北川　剛己（木之本） 中村　　翔（彦根中央） 山﨑　颯汰（高　月） 山村　侑粲（安曇川）
［+90kg級］ 服部　一樹（比叡山） 中島　碧登（愛　知） 津曲　海音（能登川） 葛原　康平（志　賀）
［40kg級］ 吉村　雪羽（浅　井） 中島　希歌（能登川） 宮本　知佳（田　上） 西口彩央里（双　葉）
［44kg級］ 谷口　　華（粟　津） 清水　陽向（彦根東） 東　　和佳（能登川） 田村　碧唯（粟　津）
［48kg級］ 安枝　風香（守　山） 中村　　奏（守　山） 奥田　珠永（聖　徳） 西口実央里（双　葉）
［52kg級］ 南平　優華（守　山） 土田　萌生（河　南） 南橋　雪菜（浅　井） 髙塚　琳月（粟　津）
［57kg級］ 篠原　三奈（守　山） 犬童　菜帆（粟　津） 茶木ひなた（粟　津） 久保市璃子（愛　知）
［63kg級］ 西條里奈子（粟　津） 山口　美羽（木之本） 田中　美羽（西浅井） 清水　千尋（草　津）
［70kg級］ 川嶋　海来（守　山） 小川　真綾（甲　良） 赤井　友香（西浅井）
［+70kg級］

R元年度　　第72回 　　優　勝 　　第２位 　　第３位 　　第３位
【団体の部】
［男 子］
［女 子］
【個人の部】
［50kg級］
［55kg級］
［60kg級］
［66kg級］
［73kg級］
［81kg級］
［90kg級］
［+90kg級］
［40kg級］
［44kg級］
［48kg級］
［52kg級］
［57kg級］
［63kg級］
［70kg級］
［+70kg級］

-22-



No 郡市 学校名 男子団体 女子団体 50kg 55kg 60kg 66kg 73kg 81kg 90kg 90kg超 合計 40kg 44kg 48kg 52kg 57kg 63kg 70kg 70kg超 合計 総合計

1 高島 マキノ 1 1 1 2 2 5 3 3 1 1 1 9 14

安曇川 1 1 1 2 2 6 6

2 大津 志　賀 1 1 2 2 2 1 1 9 9

日　吉 1 1 2 1 1 2 6 1 1 2 8

比叡山 1 1 2 2

皇子山 1 2 1 1 4 4

粟　津 1 1 2 2 3 1 8 1 1 1 3 1 1 8 16

田　上 1 1 2 3 1 2 1 9 1 1 2 11

唐　崎 1 1 2 2

3A 草津 草　津 1 1 2 2

松　原 1 1 1

3A 栗東 栗　東 1 1 2 2

3B 守山 守　山 1 1 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 14

3B 近江八幡 八　幡 1 1 1 1 1 1 5 1 1 6

八幡東 1 1 1

兄弟社 1 1 1 2 3 1 1 2 5

3B 野洲 中　主 1 1 1

4 甲賀 水　口 1 1 2 1 3 2 1 3 6

4 湖南 日  枝 1 1 1 3 1 1 4

甲西北 1 1 2 2

甲  西 1 1 1

石　部 1 1 1

5 蒲生 竜　王 1 1 1

5 東近江 聖　徳 1 1 3 1 1 5 1 1 2 7

湖　東 1 1 2 2 1 1 1 8 8

能登川 1 1 1 3 1 1 6 1 2 3 9

玉　園 1 1 1

朝　桜 1 1 1

五個荘 1 1 1

愛　東 1 2 1 3 3

6 愛知 秦　荘 1 4 1 1 1 7 7

愛　知 1 4 2 3 3 1 1 14 14

6 犬上 甲　良 1 1 1

7 彦根 彦根東 1 1 1

彦根南 1 1 1

彦根中央 2 2 2

7 米原 双　葉 2 1 3 1 1 2 5

河　南 1 1 1

柏　原 1 1 1

伊吹山 1 1

大　東 1 1 1

8 長浜 浅　井 1 1 4 1 2 7 2 1 1 4 11

高　月 1 1 3 2 1 1 7 1 1 2 9

木之本 2 2 2

西浅井 1 1 1 3 5 1 1 6

虎　姫 1 1 1

び　わ 1 1 1

長浜北 1 1 1 1 2

長浜西 1 1 1

湖　北 1 1 1

総合計 20 11 48 26 26 17 16 18 9 3 163 10 7 9 9 7 8 4 1 55 218

２０１９年度　滋賀県中体連夏季総合体育大会柔道　出場者数一覧　 令和元年7月26･27日
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