
令和４年度

滋賀県中体連一般強化事業

第２９回

滋賀県新人体重別選手権

柔 道

個人戦

日 時 令和５年３月４日（土）

8:45～計量 10:00～開始式

場 所 滋 賀 県 立 武 道 館

滋 賀 県 中 学 校 体 育 連 盟

柔 道 専 門 部



１． 主 旨

２． 主 催 滋賀県中学校体育連盟（主管：柔道専門部第２ブロック）

３． 日 時 令和５年３月４日（土）　 　８時３０分開場（準備ができ次第計量）

１０時３０分試合開始予定

４． 会 場 滋賀県立武道館（大津市におの浜４丁目２－１５）

ＴＥＬ　０７７（５２１）８３１１

５． 参 加 対 象 県内参加希望チーム男・女

６・ 内 容 午前・午後　新人体重別選手権大会（男女各８階級）

７． 試 合 方 法 トーナメント形式（エントリーが４人以下の場合はリーグ戦）

　 　 男女各８階級でオープン参加とする

50kg級 55kg級 60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 90kg級 90kg超級

40kg級 44kg級 48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 70kg級 70kg超級

８． 競 技 規 則 ・ IJF規定「国内における少年大会特別規定」に準じて行う

・ 試合時間は３分、判定は技有り以上または指導２差とする

・ 本戦において、テクニカルスコアによる差または指導２差がない場合は、ＧＳに入る

※本大会は、1回戦から全試合、ゴールデンスコアを採用する

・ 柔道衣は既定の大きさのものをしようし、背部に必ずゼッケンをつけること

※認証柔道衣でなくてもよい

・ 体重測定は「±０」とし、当日の階級変更は一切認めない

９． 日 程 ８：３０～ 会場準備（計量）

９：２０～ 顧問打合せ

１０：００～ 開会式（終了次第女子個人戦の開始時間を設定し案内する）

１１：３０～１２：００ 昼食・休憩　※顧問会議

１２：２０～ 男子個人戦

閉会式・表彰式は行いません→電車などの都合で早く帰られる学校は賞状をお渡しします

10． 申 し 込 み 所定の申込用紙を２月１０日（金）までに各ブロック長にメールで提出してください

ブロック長は、取りまとめたデータを副専門委員長朝比奈先生に提出してください

※取りまとめ用紙には、必ず「審判員」と「競技役員」も確認して提出してください

e-mail　 nz007t＠yahoo.co.jp

※上記宛メールで、２月１４日（火）〆切厳守でお願いします

プロ編を「昇段審査（２月１９日（日））：滋賀県立武道館」にて行います

※専門委員の先生方はお越しいただければ幸いですが、欠席の際は一任でお願いします

11． そ の 他 ・ マスク用の袋を各自で持ってきてください

・ 食事は学校ごとに蜜を避け、黙食のご指導をお願いします

・ 貴重品の管理は各校で責任をもってお願いします

・

・

・

・ 生徒は日々の健康観察が必須ですので当日に用紙の提出はありません

県中体連一般強化事業「新人体重別選手権」実施要項

　県下各チームを対象に、試合や練習会を行い、新チーム相互の交流や次年度に向けて、早
い時期からの競技力向上をめざす。

学校関係者、学校外関係者関わらず大人の来場者は各校が責任をもって把握してください

有観客ですが県立武道館の観客席は狭いですので各校で最小限の声掛けをお願いします

【男子】

【女子】

参加チェックシートはチーム管理で提出してもらいますので、保護者の来場は学校が把握して
ください

≪個人戦≫
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審判・計時記録割当
審判員（審判長）朝比奈 徹 ○会場責任者

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場

○米澤 勇人(高 月) ○中島 豊(愛 東) ○松川 直樹(八 幡) ○古蒔順一朗(皇子山)

正江 茂文(守 山) 杉本 啓輔(湖 東) 西川 大智(粟 津) 杉山 晋章(田 上)

山本 智大(秦 荘) 安枝 汐香(守 山) 鳥居みかげ(志 賀) 佐々生 勇(甲 良)

澤井 英生(能登川) 町田 大介(志 賀) 岡田 隆(八 幡) 安枝 隆志(守 山)

計時・記録員 ○会場責任者

○泉 直登(田 上) ○日和原善行(愛 知) ○加藤 大幸(浅 井) ○左近謙四郎(兄弟社)

菅原 香織(伊吹山) 辻 美穂(水 口) 田辺百合香(能登川) 杉本 惇(聖 徳)

藤野 克己(秦 荘) 堀川 卓也(能登川) 西川 巧真(甲 良) 横山いずみ(彦根東)

鷹押 照子(玉 川) 藤井 崇(長浜北) 古川 巧(高 穂) 長谷川明子(長浜南)

小西 孝夫(木之本) 坂井 順亮(兄弟社) 寺田 香(び わ) 大橋 俊和(西浅井)

辰巳 純二(八幡東) 稲葉 勇人(秦 荘) 音羽 智香(八 幡)

本部記録 三輪 利彰(皇子山) 堀中 健司（水 口)
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大会運営について

2023.3.4
県立武道館

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。
＊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！』
＊県立武道館使用上の注意事項・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。
（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。）
＊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。
顧問の先生で指導お願いします。

＊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！
＊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！（県立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。）

＊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！

試合の進行について ※会場図→ (本部席)
４ ３ ２ １
会場 会場 会場 会場

個人戦出場選手数
3/4《個人戦》 男50㎏/37人,55㎏/17人,60㎏/23人,66㎏/13人
☆ 8:30～10:00 計量 子73㎏/10人,81㎏/ 9人,90㎏/ 1人,90超/ 5人
9:20 審判『打ち合わせ』 女40㎏/ 2人,44㎏/ 7人,48㎏/ 8人,52㎏/ 8人
9:30 役員・顧問『打ち合わせ』 子57㎏/ 9人,63㎏/ 3人,70kg/ 4人,70超/ 3人
10:00 開始式
10:10 試合開始

［女子個人戦］女44kg級・70kg級………………①会場(11)
↓ 女48kg級・63kg級………………②会場( 9)
↓ 女52kg級・70kg超級……………③会場( 9)
↓ 女57kg……………………………④会場( 7)
↓※移動 男子は観覧席へ
↓

11:00頃（女子決勝）40･44･48･52･57･63･70･+70の順で第②試合場で
↓
↓

11:30 昼食・休憩
↓

12:20 （男子個人戦）各ゾーンごとにベスト４決定まで
↓※女子は観覧席へ
↓

男子準決勝 ②③試合場で50kg級～
↓
↓

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

★ 14:30頃 後片付け（２ブロック中心に）
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令和４年度滋賀県新人体重別選手権

令和５年３月４日

滋賀県立武道館

女子40kg級

女子44kg級

女子48kg級

女子52kg級

③-1

②

③-6

③-7

③-4

③-3

③-2

7 北出　桃香 (皇子山)

8 磯谷　晴華 (八　幡)

5 松井　綺星 (粟　津)

6 丸山　聖妃 (甲　良)

3 鈴木結希子 (志　賀)

4 麻中　　望 (兄弟社)

1 酒井　里桜 (日　吉)

2 中田　未悠 (皇子山)

②

①-6

①-7

①-3

①-2

①-1

7 山口  　温 (志　賀)

②

5 井川　　澪 (皇子山)

6 田嶋　桧依 (田　上)

3 宮島　桜花 (田　上)

4 竹内　姫華 (聖　徳)

1 藤江　杏実 (粟　津)

2 辻　　幸奈 (能登川)

1 齋藤　暖乃

(志　賀)

(守　山)

2 安本　希優

1 西村　小春 (守　山)

2 石井　菜々 (志　賀)

3 鷹押　涼奈 (玉　川)

4 落合　千草 (志　賀)

5 島村　里佳 (守　山)

6 前田　菜実 (田　上)

7 村川　杏央 (能登川)

8 中島　美遥 (志　賀)

②-1

②

②-7

②-6

②-4

②-3

②-2
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令和４年度滋賀県新人体重別選手権

令和５年３月４日

滋賀県立武道館

女子57kg級

1 南橋　心晴 (浅　井)

2 小南　　彩 (能登川)

3

羽田　結美 (皇子山)4

山村　月椛 (志　賀)

(兄弟社)

5 小川　一華 (能登川)

6 石田　結菜 (西浅井)

④-2

④-3

④-4

7 西村くるみ (能登川)

8 竹中　優月

④-5

④-1

9 大坪　咲結 (粟　津)

②

④-7

④-6

女子63kg級

告下 山田 澤井 勝ち 負け 順位

告下　葵音 (守　山) ②-5 ②-9

山田　美咲 (甲　良) ②-8

澤井　日和 (能登川)

女子70kg級

上田 岡本 伊香 山口 勝ち 負け 順位

上田　莉海 (日　吉) ①-4 ①-8 ①-11

岡本　陽空 (志　賀) ①-10 ①-9

伊香　瑞帆 (木之本) ①-5

山口　佑海 (彦　根)

女子70kg超級

青木 槝之浦 德山 勝ち 負け 順位

青木　智恵 (日　吉) ③-5 ③-9

槝之浦妃織 (兄弟社) ③-8

德山　美優 (八幡東)
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令和４年度滋賀県新人体重別選手権

令和５年３月４日

滋賀県立武道館

男子50kg級

男子55kg級

③-19

②-15

②-14

③-12

③-2

②-21

④-20

②-4

②-6

①-11

①-5

①-2

①-12

①-3

①-4

②-5

17 竹下　蒼翔 (守　山)

14 本庄　竜士 (愛　知)

15

吉野琥太郎 (志　賀)

13

16

正木　悠斗 (湖　東)
②-7

10 外村　　湊 (双　葉)

11

東澤　司颯 (湖　東)

坂井　宥太 (田　上)

12

9 柿本　武尊 (守　山)

林　　白晶 (浅　井)

杉本　　蓮 (高　月)

6

田居　宏一 (粟　津)

7

8

清水　琥珀 (浅　井)

4 北野　透梧 (安曇川)

脇坂　祥生 (湖　東)①-21

1 川村　彪雅 (日　吉)

2 山口　豪太 (湖　東)

19 秋尾　海翔 (粟　津)

37

36

文野　颯斗

33 (粟　津)

居場仁之介

(八　幡)

(志　賀) (高　月)

(水　口)中村　一路
①-1

②

(秦　荘)

②-3

20

(木之本)

21

22

②-1

③

32

降籏　伶皇

35

(日　吉)

(長浜南)長谷川　颯

橋爪　利仁

岡司　和樹

井上　雄介

(長浜北)

(水　口)

(秦　荘)

(高　月)ｼﾘｷ ｱｱﾛﾝ

(粟　津)梶原　完介

宮本　遥希

岡田　純弥

27

23

宮下加寿斗

③-1

③-3
25

26

①-20

(長浜北)16

②-2

藤井　幌太

美濃鯉泰郎 (マキノ)

沢尾　　優

宮下　叶都 (能登川)

10

9

(秦　荘)大澤　花道18

(兄弟社)

17 (西浅井)

12

11 三義　　仁

8

2

中上　大輝

森　奏一朗

1

笠井　利希

3

4

5

7 木村　心虎

6

寺田　正彦

河部　翔真 (甲　西)

(高　月)

13

15

14

24

(田　上)

畑　　宗佑

(皇子山)

(水　口)

中嶋　大和

片桐　滉太
③-5

34

(田　上)

②

北村　心音 (双　葉)

稲辺　清英

(高　月)

髙野　真純

(秦　荘)

(び　わ)

(守　山)

(志　賀)

(水　口)

31

30

29

28

(能登川)

(守　山)

(能登川)

(秦　荘)

村　祐輝

小嶋孝之真

鳥居虎太郎

樋口　匠哉

藤原　虎輝

中野瑠希也

③-13

④-12

④-13

④-5

④-1

④-4

④-3

④-2

③-4

3

④-14

④-7

④-6

③-7

③-6

③-14

②
5

②-16

②-8

①-14

①-13

①-6

③②
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令和４年度滋賀県新人体重別選手権

令和５年３月４日

滋賀県立武道館

男子60kg級

男子66kg級

男子73kg級

④-11

①-9

10 平野　賢心 (皇子山)

②

②

③

④-18

③-11

②-13

8

植田　陽太 (愛　東)

9 福井　凱翔 (水　口)

6 横山　　雷 (田　上)

7 髙橋　柊斗 (木之本)

細川　慶太 (粟　津)

4 水元　悠貴 (水　口)

3

山本　侑弥 (日　吉)

2 三坪　　蓮 (兄弟社)

5

①-18
1 日出慧太郎 (真　野)

②-10
(甲西北)

久保　賢勇

10

9

(八　幡)

廣部　　律

①-22

①-16

②-17

②-9

③

赤﨑淳之介

園田琥士郎

山元湊士郎

大橋　晄太

(高　月)

中村汰玖未

(水　口)

(粟　津)

(皇子山)

(日　吉)

(水　口)

古川　　湊

山中　優利

22 宮下　悠葵

18

(愛　知)

(西浅井)

20

(浅　井)12

(田　上)13

(マキノ)

千田　詠斗

竹村　篤貴鍋島　直鑑

佐藤　剣蔵

19 (石　部)

④-21

17 (秦　荘)

(水　口)(西浅井)

松尾　勇輝

(田　上)

(志　賀)木村　　旬

太田　圭信

15

16

14

田中　京太

1 石川　雄心

8

2

矢野　絢斗

4

7

棗　　翔駿5

3

6

(皇子山)

藤野　力希 (八　幡)

23 島村　健太 (守　山)

(高  穂)21

11

①-7

④-8

③-9

③-8

④-9

②

①-15

③-21

④-16

④-15

③-16

③-15

②-22

②-18

②

田中　悠太 (田　上)

1 笠原　正慶 (守　山)

2 西村丞ノ介 (日　吉)

3 山　蒼太 (田　上)

4

菅原惺太郎 (伊吹山)

6

三宅　地駿 (水　口) 11 小島　佑海②

7 八木唯之介 (粟　津)

5

(田　上)

(日　吉)

9

中上泰朗明 (志　賀)

10 森　　蒼斗 (守　山)

8 庵原　　凪

④-17

③-17

③-10

④-10
(八　幡)

12 河田　劉己 (粟　津)

13 山本　遥輝
②-12

②-11

①-8

①-17

② ③

②-19
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令和４年度滋賀県新人体重別選手権

令和５年３月４日

滋賀県立武道館

男子81kg級

男子81kg超級

②

④-22

③-20

6 宮口　ダビ (浅　井)

②

③

4 横山　智之 (彦根東)

5 中堀　　駿 (能登川)

(日　吉)

2 池元　　悠 (守　山)

3 大橋　健人 (粟　津)

5 榎本　叡人

4

1 笠巻　篤史

3

2

(西浅井)

松居　琉惺

前田　佳哉

6 奥川　寛斗 (愛　知)

(湖　東)

(水口東)

②

①-19

①-10

1 水野　幸芽

西川　尚輝

(日　吉)

7 寺村　綾太 (守　山)

8 久保　維吹 (田　上)

(皇子山)

9 岩永　英心 (粟　津)

②

③

④-19

③-18

②-20

-8-



新人体重別選手権大会 栄光の記録
第１回 平成７年２月 11日

優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 西尾 一真（木之本） 藤田 篤史（能登川） 林 賢二（水 口） 上田 章隆（日 吉）

子－ 65kg 白石 大貴（野 洲） 廣田 稔人（湖 東） 河合 達也（真 野） 津村 陽介（唐 崎）

個－ 78kg 米澤 勝利（木之本） 西堀 貴哉（湖 東） 青木 高弘（皇子山） 宮崎 匡弘（皇子山）

人＋ 78kg 田中 眞吾（唐 崎） 山田 吉人（皇子山） 上林 嘉孝（能登川） 大迫 武（日 枝）

女－ 48kg 松田 享子（打 出） 山本素美代（能登川） 西尾美絵子（日 枝） 木村 有里（日 枝）

子－ 52kg 梅本 聖子（木之本） 中川 知佳（能登川） 福永 恵美（能登川） 桝谷 愛（日 吉）

個－ 56kg 米澤真由美（木之本） 奥村 直子（日 枝） 八尋歩美香（能登川） 塚田香緒里（木之本）

人＋ 56kg 宍戸 広美（唐 崎） 林 博子（打 出） 増井 由佳（打 出） 柴田 香奈（唐 崎）

第２回 平成８年２月 10日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 中原 善幸（西浅井） 柴田 幸範（唐 崎） 青木 登（安曇川） 梅本 晃（木之本）

子－ 65kg 清水 大督（皇子山） 駒井 一也（玉 園） 村上 祐介（能登川） 佐野 雄一（安曇川）

個－ 78kg 森澤 亨（日 吉） 廣田 稔人（湖 東） 桜井 秀人（唐 崎） 須田 康嗣（能登川）

人＋ 78kg 平田 恭敏（打 出） 山田 勝也（日 吉） 沢田 慎志（西浅井） 上野 晃（甲 良）

女－ 48kg 際田 美穂（八幡西） 松田 享子（打 出） 田中 陽子（日 吉） 大伴美代子（瀬 田）

子－ 52kg 中川 知佳（能登川） 山中 由香（能登川） 岩竹さやか（打 出） 碇 幸子（打 出）

個－ 56kg 谷 由美（八幡西） 松尾むつみ（日 枝） 湯浅有紀子（唐 崎） 宇野 悠子（皇子山）

人＋ 56kg 米澤真由美（木之本） 宍戸 広美（唐 崎） 増井 由佳（打 出） 佐野友季子（安曇川）

第３回 平成９年２月２日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 藤川 裕樹（日 枝） 村西 大介（秦 荘） 白石 力也（野 洲） 谷田 良純（能登川）

子－ 65kg 梅本 晃（木之本） 三上 晃（秦 荘） 大西 郷平（皇子山） 柴田 哲也（能登川）

個－ 78kg 山崎 秀幸（甲 良） 則武 意人（皇子山） 村川 大樹（秦 荘） 西川 雅司（能登川）

人＋ 78kg 安井 剛志（ 彦根中央） 廣田 晴則（甲 良） 酒井 章次（玉 園） 尾崎 任穂（皇子山）

女－ 48kg 大伴美代子（瀬 田） 村野 仁美（打 出） 藤田 有紀（打 出） 明光 紗幸（日 吉）

子－ 52kg 米澤 悦子（木之本） 岩竹さやか（打 出） 碇 幸子（打 出）

個－ 56kg 松尾むつみ（日 枝） 大迫美恵子（日 枝） 清水 慶子（打 出） 山中 由香（能登川）

人＋ 56kg 実施せず

第４回 平成 10年２月１日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 松尾 大介（日 枝） 前川 雄希（日 枝） 日出 剛史（真 野） 片山 翔太（打 出）

子－ 65kg 小柳英太郎（高 月） 北野 裕久（守 山） 田中 昂（甲西北） 宮崎 匠史（皇子山）

個－ 78kg 大坪 秀隆（粟 津） 白石 澄弘（湖 東） 前平 和樹（皇子山） 三浦 顕人（高 月）

人＋ 78kg 安井 剛志（ 彦根中央） 岡田 建彦（安 土） 長谷川俊充（日 吉） 桑野夏州久（今 津）

女－ 48kg 藤田 有紀（打 出） 松田 尚子（打 出） 田中めぐみ（打 出） 山田 京子（打 出）

子－ 52kg 米澤 悦子（木之本） 酒詰 亜美（打 出） 稲岡あゆみ（日 吉） 福坂恵理子（能登川）

個－ 56kg 山口 愛（木之本） 上田 里寶（日 吉） 松永 みお（打 出） 清水 慶子（打 出）

人＋ 56kg 鳥居みかげ（打 出） 大迫美恵子（日 枝） 山元 知恵（松 原）

第５回 平成 11年１月 31日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 下城 将史（竜 王） 山本 貴也（八 幡） 青木 淳（安曇川） 浜口 将彦（甲 西）

子－ 65kg 河端 拓（打 出） 門脇 大祐（打 出） 八田 高輝（真 野） 辻 寛大（西浅井）

個－ 78kg 藤川 広司（真 野） 三浦 顕人（高 月） 大迫 ﾘｶﾙﾄﾞ（能登川） 林 徹（皇子山）

人＋ 78kg 河井 修二（八 幡） 荻野 龍児（能登川） 渡部慎太郎（甲 良） 横江 渉（松 原）

女－ 48kg 松田 尚子（打 出） 望月 香奈（水 口） 宇田 彩花（打 出） 野尻 真弥（能登川）

子－ 52kg 西村 梨沙（能登川） 萩山 遙香（打 出） 平尾 由季（田 上） 樋口裕美子（水 口）

個－ 56kg 坂口 優子（能登川） 稲岡あゆみ（日 吉）

人＋ 56kg 村林唯起子（能登川） 岸 佐智恵（湖 東）
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第６回 平成 12年１月 30日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 高橋 克侍（甲 良） 小柳銀次郎（高 月） 平山 大輔（マキノ） 濱口 和彦（甲 西）

－ 60kg 廣嶋 俊樹（八 幡） 渡部 祐太（甲 良） 清水 達也（高 月） 岡田 聖平（八 幡）

子－ 66kg 山中 準（能登川） 川越 幸平（高 月） 片桐 慧（真 野） 橘 彰大（湖 東）

－ 73kg 三浦 勉（高 月） 下川 良太（高 月） 西川 大志（湖 東） 岳山 竜太（真 野）

個－ 81kg 中石 大輔（日 吉） 東郷 大輔（八 幡） 谷口香津郎（皇子山） 山形 一騎（甲 良）

－ 90kg 田中 真二（皇子山） 田中 健吾（真 野） 野村 雄一（虎 姫） 百々 心也（虎 姫）

人＋ 90kg 中西 良行（八幡西） 北川 恭平（虎 姫） 八木 善彦（マキノ） 村井 秀徳（高 月）

女－ 44kg 浅香 りん（打 出） 宇田 彩花（打 出） 中井 真奈（朝 桜） 松本 麻里（能登川）

－ 48kg 安道 清乃（八 幡） 小森 七恵（八 幡） 上原 優里（能登川） 内田 徳子（瀬 田）

子－ 52kg 大崎 佳菜（打 出） 甲斐 千恵（八幡西） 澤田 倫子（打 出） 園田 恵美（八 幡）

－ 57kg 藤川 美沙（真 野） 平尾 由美（田 上） 谷元 梓（日 野） 島村 香織（日 野）

個－ 63kg 稲岡かおり（日 吉） 三崎 槇（八幡西）

－ 70kg 門脇恭仁子（打 出）

人＋ 70kg 新海 真美（日 野） 岸 佐智恵（湖 東）

第７回 平成 13年１月 27日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 飯島 大貴（日 吉） 倉本 一真（日 野） 二階堂 大（甲 良） 小柳憲士郎（高 月）

－ 60kg 高橋 克侍（甲 良） 小倉 翔（秦 荘） 西澤 和弥（湖 東） 安本 純平（日 吉）

子－ 66kg 廣嶋 俊樹（八 幡） 松原 和也（湖 東） 清水 達也（高 月） 磯野 剛志（マキノ）

－ 73kg 西林 彰大（湖 東） 須田 将敬（高 月） 澤畑 俊介（皇子山） 上松 清治（マキノ）

個－ 81kg 下川 良太（高 月） 松宮 広（比叡山） 小西兼二郎（志 賀） 竹腰 将輝（西浅井）

－ 90kg 河合 裕太（能登川） 西尾 光宏（長浜東） 堀田 将馬（志 賀） 谷下 将隆（日 吉）

人＋ 90kg 田中 真二（皇子山） 田村 真我（真 野） 井口圭太郎（能登川） 今江 直人（安曇川）

女－ 44kg 浅香 りん（打 出） 芳谷 優子（打 出） 川島 悠（皇子山） 上田 香織（能登川）

－ 48kg 内田 徳子（瀬 田） 大杉佳奈恵（木之本） 田井中真愛（能登川） 志萱 恵（能登川）

子－ 52kg 田村 彩香（日 野） 林 希美（湖 東） 北井 千晶（日 吉） 藤川 良菜（日 枝）

－ 57kg 藤川 美沙（真 野） 杉山 紗梨（日 吉） 若林 矩子（日 野） 岸村 淳美（日 野）

個－ 63kg 田中 美衣（長浜西） 梅本まどか（木之本） 稲岡かおり（日 吉） 平井 翔子（朽 木）

－ 70kg 門脇恭仁子（打 出） 石田 唯（打 出）

人＋ 70kg 該当なし

第８回 平成 14年１月 26日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 松井 翔太（日 吉） 太附 敦士（湖 東） 小柳憲士郎（高 月） 岡田 浩弥（八 幡）

－ 60kg 森下 清仁（木之本） 西居 邦人（能登川） 田中 健吾（田 上） 福地 素明（日 吉）

子－ 66kg 世古 大和（田 上） 谷田 知洋（湖 東） 大原 裕樹（八幡東） 中石 亮介（日 吉）

－ 73kg 平尾 譲一（田 上） 小西 隆市（八幡東） 北川 竜也（日 吉） 木村 真人（甲 良）

個－ 81kg 谷下 将隆（日 吉） 児玉 真吾（能登川） 山元 進彦（松 原） 辻 昭彦（西浅井）

－ 90kg 松宮 広（比叡山） 太田 寛基（湖 東） 寺本 唯麻（甲 良） 伊藤 佑磨（甲 良）

人＋ 90kg 井口圭太郎（能登川） 黄地 公彦（湖 東） 田村 真我（真 野） 糸岡 宏和（新 堂）

女－ 44kg 広川 也未（日 枝） 畑 友加里（皇子山） 芳谷 優子（打 出） 原添 和佳（石 山）

－ 48kg 水野絵利奈（皇子山） 山本 梨沙（日 吉） 酒井 彩希（打 出） 山下 美咲（打 出）

子－ 52kg 北井 千晶（日 吉） 石井まなみ（能登川） 樫田 彩花（皇子山） 馬渕 結花（野洲北）

－ 57kg 林 希美（湖 東） 杉山 紗梨（日 吉） 若林 悠美（西浅井） 藤川 良菜（日 枝）

個－ 63kg 澤村 玲実（湖 東） 田中 美衣（長浜西） 岸村 淳美（日 野） 吉澤由香利（日 野）

－ 70kg 石田 唯（打 出） 長島 美希（湖 東） 上船 晴香（野洲北） 西河麻菜美（聖 徳）

人＋ 70kg 岡島 未季（長浜南） 甲斐 光（湖 東） 坂下 星満（水 口） 吉澤由香利（日 野）

第９回 平成 15年１月 25日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 中島 優駿（聖 徳） 深美 秀平（高 月） 林 竜吾（木之本） 村川 一馬（秦 荘）

－ 60kg 川越 見真（高 月） 今井 良輔（八 幡） 細川 哲平（松 原） 福地 素明（日 吉）

子－ 66kg 平川 祐基（高 月） 山崎 悠司（甲 良） 門脇 光佑（打 出） 土井 淳史（志 賀）

－ 73kg 世古 大和（田 上） 谷田 知洋（湖 東） 青谷真之介（マキノ） 宮崎 崇彦（甲 良）

個－ 81kg 豊田 英幸（田 上） 村野 星矢（安 土） 杉江 優太（打 出） 山田晋太郎（甲 良）

－ 90kg 小寺 弘明（打 出） 山本 智輝（八 幡） 村林 克洋（日 吉） 川崎 啓介（栗 東）

人＋ 90kg 平川 晃祥（高 月） 奥村 和也（八幡西）

女－ 44kg 中西 菜月（皇子山） 広川 也未（日 枝） 森下 慶子（木之本） 原添 和佳（石 山）

－ 48kg 青山 歩（湖 東） 澤井 美緒（日 吉） 宮地 江梨（皇子山） 宮崎 瑶子（田 上）

子－ 52kg 國領 麻貴（湖 東） 中村 真実（能登川） 安原 成美（西浅井） 原田 愛（皇子山）

－ 57kg 澤居 美里（湖 東） 水原 彰子（皇子山） 佐々木彩乃（日 吉） 田中 まみ（聖 徳）

個－ 63kg 澤村 玲実（湖 東） 上野 文愛（能登川） 溝口 真紀（西浅井） 森野 静香（能登川）

－ 70kg 坂下 星満（水 口） 森田夕貴子（竜 王） 樋田沙季子（水 口）

＋ 70kg 岡島 未季（長浜南）
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第 10回 平成 16年１月 31日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 杉本 啓輔（愛 知） 永谷 貴信（打 出） 木村 将史（木之本） 神埼 亮一（能登川）

－ 60kg 林 大智（西浅井） 廣田 卓（湖 東） 吉川 智博（愛 知） 児玉 幹夫（能登川）

子－ 66kg 村田 博章（湖 東） 平尾 圭（田 上） 磯野 憲吾（マキノ） 鈴木 政寿（木之本）

－ 73kg 平川 祐基（高 月） 門脇 光佑（打 出） 松宮 弘樹（甲 良） 木下 雅 （愛 知）

個－ 81kg 近藤 勇二（浅 井） 杉江 優太（打 出） 前田 卓也（西浅井） 野田 良太（聖 徳）

－ 90kg 伊勢村一平（栗 東） 竹田 誠（粟 津） 村野 星矢（安 土） 岡田 明憲（安曇川）

人＋ 90kg 白井 翔太（野洲北）

女－ 44kg 森下 慶子（木之本） 西澤 歩唯（湖 東） 八木 美穂（皇子山） 安井 梨奈（栗 東）

－ 48kg 田口 梨奈（び わ） 雨森 沙紀（西浅井） 前田実津美（能登川） 吉田 千景（野洲北）

子－ 52kg 田口 未来（竜 王） 篠田 麦穂（田 上） 平山 ゆか（志 賀） 久郷 麻衣（八幡西）

－ 57kg 澤村 成美（湖 東） 田口りか子（能登川） 中村 真実（能登川） 中嶋 郁美（皇子山）

個－ 63kg 宇野 詩織（田 上） 堀 杏奈（木之本） 中江 友紀（八 幡）

－ 70kg 坂井 友香（虎 姫） 森田夕貴子（竜 王） 清水 香 （浅 井） 溝口 真紀（西浅井）

人＋ 70kg 該当なし

第 11回 平成 17年 1月 29日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 藤岡優一郎（能登川） 伊吹 亮祐（北大路） 早見 順平（高 月） 藤井 翔平（湖 東）

－ 60kg 木村 将史（木之本） 脇阪 貴憲（高 月） 川田 周平（志 賀） 桂田 怜典（マキノ）

子－ 66kg 門西 良健（愛 知） 財部 慶顕（聖 徳） 三家 久寿（木之本） 杉山 晋章（日 吉）

－ 73kg 平尾 圭（田 上） 鈴木 政寿（木之本） 上村 拓未（粟 津） 末永 祐大（マキノ）

個－ 81kg 日比野龍矢（粟 津） 本庄 竜也（愛 知） 北村 弥汐（西浅井） 平良 大樹（田 上）

－ 90kg 吉川 潤（愛 知） 林 大貴（西浅井） 斉藤 剛志（虎 姫） 中村 光敏（秦 荘）

人＋ 90kg 伊勢村一平（栗 東） 福本 優希（安曇川） 大田 啓人（西浅井） 中泉 陽平（田 上）

女－ 44kg 西澤 歩唯（湖 東） 中原 瑞枝（秦 荘） 田邉 晴菜（双 葉） 小寺 茜（松 原）

－ 48kg 雨森 沙紀（西浅井） 前田実津美（能登川） 池尻知奈津（能登川） 国友恵美香（虎 姫）

子－ 52kg 森 香奈子（高 月） 垣谷 香織（湖 東） 岡本 香澄（愛 知） 新井 雪菜（皇子山）

－ 57kg 中江 友紀（八 幡） 木下 裕香（愛 知） 國領 美里（湖 東） 中村なつ実（秦 荘）

個－ 63kg 澤村 成美（湖 東） 堀 杏奈（木之本） 角田 玲蘭（米 原） 藤田 桜子（水 口）

－ 70kg 清水 香那（浅 井） 近藤 瑞希（浅 井） 山村まこと（愛 知） 鈴木 亜衣（木之本）

人＋ 70kg 大菅 美里（秦 荘） 大菅 衿沙（秦 荘） 小川 淳美（安 土）

第 12回 平成 18年１月 28日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 原添 洸平（田 上） 杉本 雅吏（愛 知） 山内 飛鳥（高 月） 川本 康介（船 岡）

－ 60kg 深美 覚（高 月） 平井 健悟（田 上） 山﨑 貴司（甲 良） 中西 哲（田 上）

子－ 66kg 津田 詠慈（打 出） 上田 祥矢（甲 良） 山口 昴希（志 賀） 脇阪 貴憲（高 月）

－ 73kg 財部 慶顕（聖 徳） 奥田 修平（田 上） 上村 拓未（粟 津） 本庄 竜也（愛 知）

個－ 81kg 日比野龍矢（粟 津） 村田 隆行（能登川） 工藤 武士（能登川） 斉藤 晴（比叡山）

－ 90kg 佐倉 佑弥（今 津） 岩朝 亮介（朽 木） 林 大貴（西浅井） 平良 大樹（田 上）

人＋ 90kg 脇阪 博也（浅 井） 中泉 陽平（田 上） 松井 高宏（虎 姫） 南部 大貴（湖 北）

女－ 44kg 中西 悠（日 吉） 鈴木 真佑（粟 津） 谷口 友美（栗 東） 福家 育恵（皇子山）

－ 48kg 遠藤 宏美（比叡山） 田邊 晴菜（双 葉） 大橋あゆみ（附 属） 宮野ちとせ（皇子山）

子－ 52kg 村川 一美（秦 荘） 村川こころ（秦 荘）

－ 57kg 垣谷 香織（湖 東） 山中 麻耶（瀬田北） 藤川 邦子（西浅井）

個－ 63kg 岡本 美咲（粟 津） 國領 美里（湖 東） 角田 玲蘭（米 原） 木下 裕香（愛 知）

－ 70kg 坂下 福満（水口東） 近藤 瑞希（浅 井） 大西 彩加（皇子山） 西林 未夏（日 野）

＋ 70kg 小川 淳美（安 土）

第 13回 平成 19年１月 27日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 野村 一嘉（湖 東） 中瀬 裕太（長浜西） 松田 諒平（愛 知） 山本 峻久（愛 東）

－ 60kg 原添 洸平（田 上） 山内 飛鳥（高 月） 平田 康樹（粟 津） 木村 大貴（愛 知）

子－ 66kg 太田 和志（湖 東） 深美 覚（高 月） 木村 智仁（木之本） 平尾 晃司（水 口）

－ 73kg 堀井 一貢（八 幡） 鈴木 豪士（木之本） 松江 祐輔（聖 徳） 森野 祐輔（湖 東）

個－ 81kg 斉藤 晴（比叡山） 林 祐真（能登川） 奥村 将斗（安曇川） 日比野圭佑（志 賀）

－ 90kg 渡部好太郎（湖 東） 大戸 雄慈（志 賀） 横井 直希（安曇川） 藤田 卓克（愛 東）

人＋ 90kg 澤村 卓也（湖 東） 澤 耀介（河 瀬） 谷元 竣哉（甲 良） 真野 航平（西浅井）

女－ 44kg 鈴木 真佑（粟 津） 中西 悠（日 吉） 山中 怜奈（田 上） 伊藤 有紀（愛 東）

－ 48kg 遠藤 宏美（比叡山） 佐竹 千乃（田 上） 森川 真衣（西浅井） 飯田 夏実（粟 津）

子－ 52kg 谷口 友美（栗 東） 垣谷 未来（湖 東） 峰本沙也佳（彦根東） 平井 千尋（田 上）

－ 57kg 山中 麻耶（瀬田北） 長田紗矢香（皇子山） 村川こころ（秦 荘） 木下 裕美（愛 知）

個－ 63kg 岡本 美咲（粟 津） 横井 里佳（木之本） 青山 柊子（秦 荘） 寺田 彩香（聖 徳）

＋ 63kg 坂下 福満（水口東） 浅井 奈々（木之本） 中垣きみえ（水 口）
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第 14回 平成 20年１月 26日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 澤村 剛成（湖 東） 椹木 恭仁（比叡山） 垣谷 隆仁（湖 東） 平良 将樹（田 上）

－ 60kg 杉嶋 大和（日 吉） 西村 友（水口東） 藤田 風太（高 月） 松居 秀明（湖 東）

子－ 66kg 池本 隆（水 口） 橋本 雄太（田 上） 堀井 幸允（八 幡） 大歯健太郎（湖 東）

－ 73kg 木村 智仁（木之本） 平田 康樹（粟 津） 苗村 知輝（秦 荘） 堀井 一貢（八 幡）

個－ 81kg 田中 駿（聖 徳） 瀧本 一樹（長浜東） 八田 翔平（八 幡） 小林 大輝（志 賀）

－ 90kg 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）

人＋ 90kg 渡部好太郎（湖 東） 齋藤 進也（虎 姫）

女－ 44kg 森下 綾子（木之本） 神戸 咲也（竜 王） 金本 ユミ（粟 津） 松浦実沙子（浅 井）

－ 48kg 山中 怜奈（田 上） 岡本 貴子（長浜西） 永野 愛子（粟 津） 西尾 彩夏（西浅井）

子－ 52kg 峰本沙也佳（彦根東） 飯田 夏実（粟 津） 西澤 節茄（志 賀） 中川 有紀（日 吉）

－ 57kg 川越 幸菜（高 月） 平井 千尋（田 上） 北川 杏奈（虎 姫） 杉本 りな（日 吉）

個－ 63kg 田中 優衣（彦根南） 竹内 仁美（粟 津） 村居 佳香（虎 姫） 大谷 美穂（田 上）

－ 70kg 清水奈々珠（愛 東） 林 瑞紀（愛 東）

人＋ 70kg 小島ひかる（八 幡）

第 15回 平成 21年１月 24日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 55kg 中原 諒人（比叡山） 野瀬 裕太（甲 良） 木下 裕貴（愛 知） 野村 尚希（田 上）

－ 60kg 平良 将樹（田 上） 沖 鷹廣（八 幡） 遠藤 泰樹（比叡山） 藤村 淳平（湖 東）

子－ 66kg 椹木 恭仁（比叡山） 今井 堅（甲 西） 奥田 泰平（田 上） 松居 秀明（湖 東）

－ 73kg 橋本 雄太（田 上） 芥川 勇太（水 口） 藤本 空大（皇子山） 岩原 諒（朝 桜）

個－ 81kg 松本 吏世（田 上） 石田 一将（マキノ） 友定 和也（皇子山）

－ 90kg 田中 駿（聖 徳） 横井 勝哉（木之本） 宮崎 哲太（皇子山） 清本 貴凰（日 吉）

人＋ 90kg 八木佐太次（秦 荘） 森 晴葵（愛 知） 山中 翼（甲 西）

女－ 44kg 安本 凪沙（比叡山） 田中 律帆（彦根東） 寺﨑 美姫（粟 津） 千代 佳那（野 洲）

－ 48kg 横田 佳奈（長浜南） 藤井 瑞希（安 土） 吉村 未来（粟 津） 小川 七海（日 吉）

子－ 52kg 水永佳菜子（木之本） 西澤 節茄（志 賀） 中村 雅（志 賀） 田村 優佳（日 吉）

－ 57kg 北川 真衣（秦 荘） 早野 貴子（長浜西） 伊吹 祐香（粟 津） 内林茉莉花（皇子山）

個－ 63kg 田中 優衣（彦根南） 勝見沙都葵（竜 王） 鯰江 加奈（愛 東）

－ 70kg 清水奈々珠（愛 東）

人＋ 70kg 小島ひかる（八 幡）

第 16回 平成 22年１月 23日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 西口 嵐（比叡山） 西村 岳博（日 吉） 長田 知也（竜 王） 松下 隼人（竜 王）

－ 55kg 中原 諒人（比叡山） 村田 悠（竜 王） 田中 大智（皇子山） 小柳雄二郎（高 月）

子－ 60kg 野村 尚希（田 上） 澤井 亮一（水口東） 本庄 壱馬（愛 知） 松原 基樹（朽 木）

－ 66kg 遠藤 泰樹（比叡山） 髙橋 智哉（粟 津） 廣瀬 亮（皇子山） 関目 譲（八 幡）

個－ 73kg 杉山 義典（双 葉） 伊藤 大介（湖 東） 近藤 奨太（玉 川） 若林 聖也（粟 津）

－ 81kg 肥田 大輝（双 葉） 西山 直介（皇子山） 峰田 直人（木之本） 河村 健人（八 幡）

人－ 90kg 横井 勝哉（木之本） 岡﨑 欣貴（水 口） 竹村 尚敏（愛 東） 中村 匡志（日 吉）

＋ 90kg 森 晴葵（愛 知） 八木沙汰次（秦 荘） 藤井 永吉（水 口） 小林 優太（栗東西）

女－ 44kg 佐野 愛（守 山） 小島 茜（粟 津） 小西真実子（ 近江兄弟社） 近藤 千咲（ 近江兄弟社）
－ 48kg 福家由布季（皇子山） 辻 すずか（秦 荘） 小川 七海（日 吉） 山下 美波（水口東）

子－ 52kg 田村 優佳（日 吉） 水永佳菜子（木之本） 中村 美友（秦 荘）

個－ 57kg 北川 真衣（秦 荘） 中島 美瀬（志 賀） 藤田 千夏（石 部）

－ 63kg 早野 貴子（長浜西） 山岡 恭子（粟 津）

人＋ 63kg 中島 萌花（西浅井） 志賀 瑞希（び わ）

第 17回 平成 23年１月 22日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 松下 隼人（竜 王） 山下 勝也（聖 徳） 山田 健雅（比叡山） 植垣 航（比叡山）

－ 55kg 佐藤 巧（虎 姫） 柳 勇思（粟 津） 西村 岳博（日 吉） 岡山 雄磨（ 近江兄弟社）
子－ 60kg 慶田 功一（粟 津） 武内章太郎（粟 津） 宮本 拓弥（日 吉） 大東 翔太（八幡西）

－ 66kg 橋本 涼太（粟 津） 大谷 崇将（田 上） 西村 風馬（石 部） 満田 圭亮（愛 東）

個－ 73kg 澤井 亮一（水口東） 藤井 達哉（草 津） 北川 誠（高 月） 北村 拓己（双 葉）

－ 81kg 髙橋 智哉（粟 津） 足達 皓一（皇子山） 遠藤 直人（比叡山） 長田 憲樹（粟 津）

人－ 90kg 杉本冬至陽（長浜南） 八木佐太治（秦 荘） 榎本 圭佑（守 山） 中村 匡志（日 吉）

＋ 90kg 前田 雪（西浅井） 竹村 尚敏（愛 東） 小田 優大（栗東西） 横田 秀司（粟 津）

女－ 44kg 小倉 葵（粟 津） 千代 紗菜（粟 津） 池口優利恵（双 葉） 近藤 千咲（ 近江兄弟社）
－ 48kg 福﨑 光砂（湖 東） 苗村 希美（秦 荘） 真鍋 彩香（守 山） 中島萌々果（湖 北）

子－ 52kg 福家由布季（皇子山） 山下 美波（水口東） 冨岡みなみ（浅 井）

個－ 57kg 中村 美友（秦 荘） 藤田 千夏（石 部） 中島 美瀬（志 賀） 若林 由佳（守山北）

－ 63kg 森田沙耶香（八幡東） 山岡 恭子（粟 津） 藤田 実花（志 賀）

人＋ 63kg 志賀 瑞希（び わ） 清水 美緒（浅 井） 中島 萌花（西浅井） 古賀寿璃奈（田 上）
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第 18回 平成 24年３月 17日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 長田 和希（粟 津） 西村 快斗（八 幡） 辻野 克（愛 知） 土田 純也（河 南）

－ 55kg 山田 隼矢（朝 桜） 山田 健雅（比叡山） 谷口 光（粟 津） 田村 隆真（日 吉）

子－ 60kg 押谷 彦斗（浅 井） 奥田 朗平（田 上） 森 大河（草 津） 角間 大輝（湖 東）

－ 66kg 後藤 英仁（比叡山） 武内章太郎（粟 津） 小林 大貴（日 吉） 上野 隼義（能登川）

個－ 73kg 橋本 涼太（粟 津） 林 蒼太（粟 津） 岡本 昇馬（守 山） 今村 日向（皇子山）

－ 81kg 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）

人－ 90kg 岩下 魁（守山南） 榎本 圭佑（守 山） 宇野 龍司（粟 津） 峰田 昌弥（木之本）

＋ 90kg 八木佐太治（秦 荘） 北川 仁基（田 上） 横田 秀司（粟 津）

女－ 44kg 千代 紗菜（粟 津） 尾田帆乃夏（彦根南） 中村まどか（志 賀） 宮本 志保（日 吉）

－ 48kg 西口 楓雪（皇子山） 小倉 葵（粟 津） 福家亜季子（皇子山）

子－ 52kg 福﨑 光砂（湖 東） 苗村 希美（秦 荘） 野村 陽和（愛 東） 日比まりあ（双 葉）

個－ 57kg 伊藤 友希（比叡山） 藤井 玲奈（皇子山） 前田つかさ（西浅井） 樋爪 日菜（愛 東）

－ 63kg 水野 瑚春（守 山） 古川 睦（マキノ） 高田 夢花（水 口）

人＋ 63kg 古賀寿璃奈（田 上） 清水 美緒（浅 井） 田中 梨香（高 島） 石田 彩（西浅井）

第 19回 平成 25年３月 20日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 土田 純也（河 南） 森 尚貴（能登川） 佐藤 迅（甲 西） 井上 優吾（比叡山）

－ 55kg 北村 圭吾（聖 徳） 松尾 英治（守 山） 湯浅 一樹（能登川） 上月理雄真（田 上）

子－ 60kg 谷口 光（粟 津） 伊藤 幸真（愛 知） 中村 大希（草 津） 川端 宏承（附 属）

－ 66kg 朝比奈龍希（粟 津） 今村 亮太（皇子山） 中村 優希（草 津） 小椋 寛之（聖 徳）

個－ 73kg 上杉 諒太（八 幡） 髙塚 玲音（粟 津） 竹村 直哉（栗 東） 木下 神威（皇子山）

－ 81kg 林 蒼太（粟 津） 西岡 大起（比叡山） 桂田 快生（甲 良） 岡田 侑也（草 津）

人－ 90kg 岡本 昇馬（守 山） 大辻 柊哉（能登川） 伊藤 壱晟（比叡山） 岡田 拓朗（粟 津）

＋ 90kg 宇野 龍司（粟 津） 北川 仁基（田 上） 藤田 晃矢（び わ）

女－ 40kg 山田 美莉（高 月） 岩田 萌恵（志 賀） 岩田 佳恵（志 賀）

－ 44kg 安枝 汐香（守 山） 安枝 帆香（守 山） 上田 涼奈（彦根東） 沖 紘未（八 幡）

子－ 48kg 西口 楓雪（皇子山） 尾田帆乃夏（彦根南） 生駒 美有（ 彦根中央） 金本 梨菜（仰 木）

－ 52kg 岡本 朋花（守 山） 田村 紗采（日 吉） 藤田 瑚（ 彦根中央） 久米里佳菜（彦根東）

個－ 57kg 伊藤 友希（比叡山） 松川 智子（田 上） 山本 月奈（水 口） 久森麻鈴朱（愛 東）

－ 63kg 水野 瑚春（守 山） 古川 睦（マキノ） 武本 永遠（木之本） 平岡 万結（田 上）

人－ 70kg 園田萌絵香（守 山） 杉野 寿夏（比叡山） 田中 梨香（高 島）

第 20回 平成 26年３月 22日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 野村 陽樹（愛 東） 松尾 優吾（守 山） 谷口 歩（粟 津） 赤間 賢人（皇子山）

－ 55kg 大谷 欣司（粟 津） 富田 塁（水 口） 岩永 英大（粟 津） 西本 萌人（守 山）

子－ 60kg 奥田 訓平（田 上） 大谷 悠生（浅 井） 小倉 祐樹（粟 津） 柳原 享介（比叡山）

－ 66kg 永谷 直也（比叡山） 橋本 健太（粟 津） 小平 涼太（粟 津） 松川 龍二（田 上）

個－ 73kg 髙塚 玲音（粟 津） 教野 昭彦（高 月） 三田村祐希（志 賀） 波多野 麟（皇子山）

－ 81kg 西岡 大起（比叡山） 辻 直記（日 枝） 竹村 直哉（栗 東） 奥田 創太（比叡山）

人－ 90kg 杉本 龍吾（比叡山） 清水 陸（虎 姫） 斉藤 慶（栗 東） 岩佐 晃宜（能登川）

＋ 90kg 岡田 拓朗（粟 津） 加藤 涼真（彦根東） 奥村 総太（栗 東）

女－ 40kg 尾田瑠璃波（彦根南） 江畑 美玖（守 山） 向尾 知妃（守 山） 岩田 萌恵（志 賀）

－ 44kg 安枝 汐香（守 山） 鷲谷 彩佳（秦 荘） 村井 憂香（日 吉） 上口 はな（浅 井）

子－ 48kg 安枝 帆香（守 山） 上田 涼奈（彦根東） 廣部 日菜（高 月） 佐野 凜（比叡山）

－ 52kg 藤井 志穂（守 山） 田村 紗采（日 吉） 久米里佳菜（彦根東） 生駒 美有（ 彦根中央）

個－ 57kg 岡本 朋花（守 山） 足達 実佳（比叡山） 山中 朝陽（日 吉） 前田 典香（西浅井）

－ 63kg 古澤 杏実（浅 井） 植田 夏海（野洲北） 久森麻鈴朱（愛 東） 町田 咲希（志 賀）

人－ 70kg 薬師山ひかり（比叡山）杉野 寿夏（比叡山） 園田萌絵香（守 山) 久森樹理朱（愛 東）

第 21回 平成 27年３月 21日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 杉江 恭弥（甲 良） 田村 壮志（比叡山） 伊藤 侑真（愛 知） 矢部 拓光（能登川）

－ 55kg 松尾 優吾（守 山） 上門 昂輝（田 上） 犬童信太郎（粟 津） 西岡 昂平（玉 川）

子－ 60kg 奥田 訓平（田 上） 水野 聡太（守 山） 花澤錬太朗（浅 井） 藤岡勝太郎（能登川）

－ 66kg 松川 龍二（田 上） 上嶋 真生（田 上） 豊田 修平（守 山） 藤田 彰人（粟 津）

個－ 73kg 土田 海也（河 南） 西本 萌人（守 山） 千代靏 岳（浅 井） 中川 優斗（愛 知）

－ 81kg 松下 怜（安曇川） 小寺 亨征（守 山） 西岡 拓音（田 上） 奥田 創太（比叡山）

人－ 90kg 藤田 優介（守 山） 蓮蔵 耀士（湖 東） 内田真和人（甲 良）

＋ 90kg 奥村 総太（栗 東） 加藤 涼真（彦根東） 堀江 文人（守山南） 椎葉 竜也（安曇川）

女－ 40kg 南平 絢香（守 山） 江畑 美玖（守 山） 福永 千夏（八 幡）

－ 44kg 尾田瑠璃波（彦根南） 上口 はな（浅 井）

子－ 48kg 向尾 知妃（守 山） 福﨑 光里（湖 東） 佐野 凜（比叡山）

－ 52kg 藤井 志穂（守 山） 山﨑 椎奈（木之本） 田中 咲弥（西浅井） 住友 夢唯（老 上）

個－ 57kg 井上 智瑚（比叡山） 長根瑠々花（守 山） 木内 幸妃（粟 津） 髙嶌真奈香（高 月）

－ 63kg 前田 典香（西浅井） 江畑 真衣（守 山） 植田 夏海（野洲北） 古澤 杏実（浅 井）

人－ 70kg 薬師山ひかり（比叡山）原 アリサ（水 口） 奥澤 美咲（愛 東)
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第 22回 平成 28年３月 12日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 伊藤 侑真（愛 知） 田中 聖也（愛 知） 脇坂 泰成（愛 東） 谷口 翼（粟 津）

－ 55kg 楠神 岳騎（愛 知） 和田 朋幸（田 上） 北原 寛大（田 上） 脇 匠希（八 幡）

子－ 60kg 上門 昂輝（田 上） 西岡 昂平（玉 川） 森田 凌介（守 山） 山下 大輔（愛 知）

－ 66kg 荻 運慶（比叡山） 花澤錬太朗（浅 井） 北川 侑瑚（木之本） 堤 大輝（秦 荘）

個－ 73kg 土田 海也（河 南） 大辻 虹星（能登川） 茶木 岳斗（粟 津） 大迫 力也（甲西北）

－ 81kg 宇佐美 倭（柏 原） 千代靏 岳（浅 井） 船橋 悠馬（志 賀） 深田 龍一（能登川）

人－ 90kg 西岡 拓音（田 上） 寺岡 利幸（兄弟社） 川上 凌司（粟 津）

＋ 90kg 小上 展寿（粟 津 ) 福田 聖（浅 井） 中村 耀介（安曇川） 早藤 健太（安曇川）

女－ 40kg 岡 ももか（浅 井） 湯浅 美咲（能登川）

－ 44kg 髙嶌 希空（高 月） 東 采佳（能登川） 杉本 怜美（比叡山） 白﨑 未祐（志 賀）

子－ 48kg 南平 絢香（守 山） 関目 曇純（八 幡） 西村 晴子（日 吉） 瀬口 晴菜（志 賀）

－ 52kg 住友 夢唯（老 上） 柳原 美希（比叡山） 田内 美優（八幡東） 東澤あゆみ（湖 東）

個－ 57kg 長根瑠々花（守 山） 島林 楓乃（粟 津） 髙嶌真奈香（高 月） 本田 礼那（長浜東）

－ 63kg 江畑 真衣（守 山） 木内 幸妃（粟 津） 仲 菜々（能登川） 横田 麗（木之本）

人＋ 63kg 奥澤 美咲（愛 東 ) 小川 華奈（水 口）

第 23回 平成 29年３月 11日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 西村 佳力（能登川） 向尾 奈基（守 山） 藤本 晟矢（朝 桜） 田村 倫徳（田 上）

－ 55kg 田中 聖也（愛 知） 大谷 佳右（粟 津） 篠原 一太（守 山） 三原 脩悟（朝 桜）

子－ 60kg 森田 峻介（守 山） 上田 尭（甲 良） 安田 力也（虎 姫） 北原 寛大（田 上）

－ 66kg 森田 凌介（守 山） 楠神 岳騎（愛 知） 西本 波留（守 山） 秋田 伯（田 上）

個－ 73kg 北川 侑瑚（木之本） 大迫 翔（甲西北） 大西 穂（日 吉） 藤澤 弓人（附 属）

－ 81kg 花澤光支朗（浅 井） 藤田 康生（守 山） 北村 一真（志 賀） 山中 璃玖（聖 徳）

人－ 90kg 船橋 悠馬（志 賀） 服部 一樹（比叡山） 中村 翔（彦根中央）中島 碧登（愛 知）

＋ 90kg 長田 龍樹（皇子山 ) 麻野 剛（八幡東）

女－ 40kg 杉本 怜美（比叡山） 岡 ももか（浅 井）

－ 44kg 南平 優華（守 山） 白﨑 未祐（志 賀） 清水 陽向（彦根東） 南 怜名（聖 徳）

子－ 48kg 安枝 風香（守 山） 瀬口 晴菜（志 賀） 関目 曇純（八 幡） 茶木ひなた（粟 津）

－ 52kg 犬童 菜帆（粟 津） 清水 千尋（草 津） 苗村 芽寧（秦 荘） 西澤 紗（湖 東）

個－ 57kg 西條里奈子（粟 津） 川嶋 海来（守 山） 柳原 美希（比叡山） 横田 麗（木之本）

－ 63kg 島林 楓乃（粟 津） 山口 美羽（木之本） 本田 礼那（長浜東 赤井 友香（西浅井）

人－ 70kg 上久保さくら（田 上) 小川 真綾（甲 良） 田中 真尋（西浅井）

第 24回 平成 30年３月 10日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 田中 都羽（愛 知） 栁瀬 陸（愛 知） 清水 鴻人（守 山） 長根 広樹（守 山）

－ 55kg 斉藤 尊（守 山） 田村 倫徳（田 上） 山本 永遠（志 賀） 岩崎 大成（双 葉）

子－ 60kg 藤田 悠貴（彦 根） 古賀 光洋（田 上） 岡崎 龍飛（志 賀） 足達 俊亮（皇子山）

－ 66kg 秋田 伯（田 上） 秋田 ハル（田 上） 大川 太陽（栗 東） 小倉 育樹（粟 津）

個－ 73kg 西本 波留（守 山） 吉岡 聖真（愛 知） 向 匠海（聖 徳） 海老崎巨樹（田 上）

－ 81kg 藤田 康生（守 山） 森本聡二郎（八 幡） 山中 琉輝（聖 徳） 奥澤 隆弘（愛 東）

人＋ 90kg 北川 剛己（木之本） 服部 一樹（比叡山） 中村 翔（彦根中央）中島 碧登（愛 知）

女－ 40kg 中村 奏（守 山） 吉村 雪羽（浅 井） 中島 希歌（能登川）

－ 44kg 谷口 華（粟 津） 清水 陽向（彦根東） 田村 碧唯（粟 津）

子－ 48kg 安枝 風香（守 山） 奥田 珠永（聖 徳）

－ 52kg 南平 優華（守 山） 箕浦 奈菜（大 東） 髙塚 琳月（粟 津） 土田 萌生（河 南）

個－ 57kg 篠原 三奈（守 山） 久保市璃子（愛 知） 犬童 菜帆（粟 津） 茶木ひなた（粟 津）

－ 63kg 西條里奈子（粟 津） 田中 美羽（西浅井） 河村 希歩（湖 東)

人－ 70kg 川嶋 海来（守 山） 小川 真綾（甲 良）

第 25回 平成 31年３月９日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 栁瀬 陸（愛 知） 坪田 諭依（愛 知） 林 優樹（兄弟社） 多賀 王亮（守 山）

－ 55kg 田中 都羽（愛 知） 村 洋輝（田 上） 上門 洋輝（田 上） 吉岡 渉真（愛 知）

子－ 60kg 荻野 凌（兄弟社） 中西 海人（田 上） 山本 永遠（志 賀） 加藤 蒼大（唐 崎）

－ 66kg 足達 俊亮（皇子山） 中川 夢大（浅 井） 大川 太陽（栗 東） 御厨 倖真（粟 津）

個－ 73kg 秋田 ハル（田 上） 西澤 汐響（湖 東） 東野 魁樹（湖 東） 田中 柊輔（志 賀）

－ 81kg 小林光矢郞（田 上） 奥村 麗翔（石 部） 萩原 大我（能登川） 古賀 崇也（田 上）

人－ 90kg 森本聡二郎（八 幡） 上田 新芽（日 吉） 山﨑 颯汰（高 月） 中島 航生（草 津）

＋ 90kg 津曲 海音（能登川） 佐藤 昊弥（守 山） 服部 天功（守 山） 葛原 康平（志 賀）

女－ 40kg 西口彩央里（双 葉） 宮本 知佳（田 上） 村井 桜香（日 吉） 熊谷 夢亜（中 主）

－ 44kg 吉村 雪羽（浅 井） 森田 結衣（守 山） 會田 幸乃（兄弟社）

子－ 48kg 西口実央里（双 葉） 中島 希歌（能登川） 田村 碧唯（粟 津）

－ 52kg 谷口 華（粟 津） 中村 奏（守 山） 南橋 雪菜（浅 井） 土田 萌生（河 南）

個－ 57kg 篠原 三奈（守 山） 上久保綾乃（田 上） 鍋島 萌（唐 崎） 小椎尾和花（粟 津）

－ 63kg 向尾 美妃（守 山） 山本 玲維（八 幡） 田中 美羽（西浅井) 早瀬 朱里（高 月）

人＋ 63kg 宇佐美 凛（柏 原） 岩佐 夏鈴（北大路） 前田 亜優（マキノ） 稲田サミラ（水 口）
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第 26回 令和２年３月７日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 栁瀬 陸（愛 知） 坪田 諭依（愛 知） 林 優樹（兄弟社） 多賀 王亮（守 山）

－ 55kg 田中 都羽（愛 知） 村 洋輝（田 上） 上門 洋輝（田 上） 吉岡 渉真（愛 知）

子－ 60kg 荻野 凌（兄弟社） 中西 海人（田 上） 山本 永遠（志 賀） 加藤 蒼大（唐 崎）

－ 66kg 足達 俊亮（皇子山） 中川 夢大（浅 井） 大川 太陽（栗 東） 御厨 倖真（粟 津）

個－ 73kg 秋田 ハル（田 上） 西澤 汐響（湖 東） 東野 魁樹（湖 東） 田中 柊輔（志 賀）

－ 81kg 小林光矢郞（田 上） 奥村 麗翔（石 部） 萩原 大我（能登川） 古賀 崇也（田 上）

人－ 90kg 森本聡二郎（八 幡） 上田 新芽（日 吉） 山﨑 颯汰（高 月） 中島 航生（草 津）

＋ 90kg 津曲 海音（能登川） 佐藤 昊弥（守 山） 服部 天功（守 山） 葛原 康平（志 賀）

女－ 40kg 西口彩央里（双 葉） 宮本 知佳（田 上） 村井 桜香（日 吉） 熊谷 夢亜（中 主）

－ 44kg 吉村 雪羽（浅 井） 森田 結衣（守 山） 會田 幸乃（兄弟社）

子－ 48kg 西口実央里（双 葉） 中島 希歌（能登川） 田村 碧唯（粟 津）

－ 52kg 谷口 華（粟 津） 中村 奏（守 山） 南橋 雪菜（浅 井） 土田 萌生（河 南）

個－ 57kg 篠原 三奈（守 山） 上久保綾乃（田 上） 鍋島 萌（唐 崎） 小椎尾和花（粟 津）

－ 63kg 向尾 美妃（守 山） 山本 玲維（八 幡） 田中 美羽（西浅井) 早瀬 朱里（高 月）

人＋ 63kg 宇佐美 凛（柏 原） 岩佐 夏鈴（北大路） 前田 亜優（マキノ） 稲田サミラ（水 口）

第 27回 令和３年３月６日
新型コロナウィルス感染症のため大会中止

第 28回 令和３年 12月 11日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg 十念 透矢（守 山） 粕渕 瑛志（双 葉） 畑 征臣（八 幡） 丸山 羽響（甲 良）

－ 55kg 大 理央（日 吉） 高岡 蒼梧（守 山） 橋爪 利温（皇子山） 水田 悠希（マキノ）

子－ 60kg 小尾 光希（日 吉） 近藤廉太郎（八 幡） 竹嶌 悠人（田 上） 尾 仁太（日 吉）

－ 66kg 津曲 蓮音（能登川） 水野 幸芽（日 吉） 庵原 凪（日 吉） 中野 裕太（湖 東）

個－ 73kg 中村 広大（日 吉） 寺村 颯太（守 山） 中谷 莉温（朝 桜） 前田 飛龍（田 上）

－ 81kg 多賀 仙亮（守 山） 井手 悠馬（能登川） 笠巻 篤史（日 吉） 横山 智之（彦根東）

人－ 90kg 上田 大地（日 吉） 宮下 漣（粟 津）

＋ 90kg 森田 眞斗（守 山） 中山 塁（長浜北） 松山 悠真（高 月）

女－ 40kg 島村 里佳（守 山） 竹内 愛姫（聖 徳） 岡 みさと（浅 井）

－ 44kg 植田 真由（守 山） 本田 柚希（長浜東） 村井 光（高 月） 北川 絢菜（甲 良）

子－ 48kg 小川 一華（能登川） 松井 綺星（粟 津） 青木万璃絵（守 山） 酒井 里桜（日 吉）

－ 52kg 舟谷 陽寧（守 山） 丸谷 美羽（守 山） 清水 彩羽（高 月） 高橋心々野（高 月）

個－ 57kg 中村 和音（守 山） 山口 佑海（彦 根） 澤井 日和（能登川） 鍋島 芽（日 吉）

－ 63kg 松居 柚季（湖 東） 森櫻 真紀（日 吉） 海道ひいな（皇子山) 告下 葵音（守 山）

人－ 70kg 廣瀬 早桜（守 山） 北川 日彩（高 月） 山田 彩絵（皇子山） 上田 莉海（日 吉）

第 29回 令和５年３月４日
優 勝 第２位 第３位 第３位

男－ 50kg
－ 55kg

子－ 60kg
－ 66kg

個－ 73kg
－ 81kg

人－ 90kg
＋ 90kg

女－ 40kg
－ 44kg

子－ 48kg
－ 52kg

個－ 57kg
－ 63kg

人＋ 63kg
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No 郡市 学校名 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 2 2

安曇川 1 1 1

2 大津 志　賀 2 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 8 13

日　吉 1 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1 3 11

皇子山 1 2 1 1 5 1 2 1 4 9

粟　津 3 1 1 2 1 1 1 10 1 1 1 3 13

田　上 2 1 2 3 1 1 10 2 1 3 13

真　野 1 1 1

3A 草津 草　津

高  穂 1 1 1

玉　川 1 1 1

3A 栗東 栗　東

3B 守山 守　山 2 2 1 2 1 1 9 1 2 1 4 13

守山南

3B 近江八幡 八　幡 1 2 1 4 1 1 5

兄弟社 1 1 2 1 1 1 3 5

八幡東 1 1 1

4 甲賀 水　口 4 3 1 2 10 10

水口東 1 1 1

4 湖南 甲　西 1 1 1

甲西北 1 1 1

石　部 1 1 1

5 東近江 聖　徳 1 1 1

湖　東 4 1 5 5

能登川 3 1 4 1 1 3 1 6 10

愛　東 1 1 1

6 愛知 秦　荘 5 1 6 6

愛　知 1 1 1 3 3

6 犬上 甲　良 1 1 2 2

7 彦根 彦　根 1 1 1

彦根東 1 1 1

7 米原 双　葉 1 1 2 2

伊吹山 1 1

8 長浜 浅　井 2 1 1 4 1 1 5

高　月 4 1 1 6 6

木之本 1 1 2 1 1 3

西浅井 1 2 1 4 1 1 5

び　わ 1 1 1

長浜北 2 2 2

長浜南 1 1 1

総合計 37 17 23 13 10 9 1 5 115 2 7 8 8 9 3 4 3 44 159

2023年3月4日２０２２年度　滋賀県新人体重別選手権　出場者数一覧　
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