
第39回札幌市中学校体育連盟柔道選手権大会

平成29年7月1・2日

東白石中学校

男子-50kg級

1-35 1-43

1-1 1-7

1-63 1-67

1-36 1-44

1-93 1-95

1-37 1-45

1-2 1-8

1-64 1-68

1-3 1-9

1-38 1-46

1-111 1-112

1-120

1-39 1-47

1-4 1-10

1-65 1-69

1-5 1-11

1-40 1-48

1-94 1-96

1-41 1-49

1-66 1-70

1-6 1-12

1-42 1-50

男子－81kg級

1-71 1-73

1-13 1-15

1-97 1-98

1-113

1-14 1-16

1-72 1-74

1 鷲見 正義 新陵1 工藤 寛頌 新川西3 23

2 豊島 教文 白石2 工藤 幹太朗 東白石1 24

3 長谷部 倖生 新川1 加藤 絵 南が丘2 25

4 韮澤 亮太 清田2 佐々木 陣 東栄3 26

5 佐藤 蒼典 東栄1 小杉 太陽 平岡中央1 27

6 手島 大希 北嶺③ 工藤 尊弘 厚別南③ 28

7 諏訪 悠哉 西野1 牧島 龍麻 伏見1 29

8 歌住 瑠人 篠路西2 大槻 吾朗 稲陵2 30

9 田中 釈寛 東白石1 西山 日々樹 発寒1 31

10 佐野 祐生 稲陵2 小山 隼平 清田1 32

11 石濱 慧将 屯田中央1 山口 将摩 札幌2 33

12 鳩間 賢信 常盤1 藤田 祐人 東栄1 34

13 森谷 優貴 北嶺2 小澤 秀太 琴似1 35

14 岩寺 順平 西野1 堀川 亮汰 澄川2 36

15 今井 康彰 厚別北1 畑中 柊哉 稲陵1 37

16 赤川 智也 新琴似北2 葛西 柊斗 北嶺2 38

17 神田 将吾 厚別南3 諏訪 智哉 西野③ 39

18 竹内 拓翼 東栄2 髙橋 黎 屯田北3 40

19 上田 直輝 新川西1 田口 隼大 八条1 41

20 日下 優作 藤野1 兼松 希吏 北白石2 42

21  竹内 章太朗 東白石2 齋藤 大晟 北都1 43

22 岡林 駿 南が丘3 髙橋 駿 北陽2 44

1 土門 百汰 新川西3 菊池 悠 新陵2 7

2 神山 侑季 平岡中央2 山田 晟士 新琴似北2 8

3 岩見 颯太 北野台2 中嶋 輝 厚別南③ 9

4 十倉 滉河 北都1 鎌田  倖太朗 新川西1 10

12

5 舘岡 修我 あいの里東2 和田 光生

男女個人戦（第１試合場）

東栄1 11

6 推名 優斗 南が丘③ 岩寺 将汰 西野③



男子－73kg

1-51 1-55

1-17 1-20

1-75

1-77

1-52 1-21

1-99 1-100 1-56

1-114

1-53

1-18 1-57

1-76 1-22

1-19 1-78

1-54 1-23

1-58

男子－90kg級

1-79 1-81

1-24 1-27

1-101 1-102

1-115

1-25 1-28

1-80 1-82

1-26

1 堀内 孝太郎 向陵② 中村 孝志 手稲1 12

2 笹川 大翔 屯田中央1 有田 昇平 屯田北1 13

3 櫻井 風馬 厚別南3 山田 将暉 簾舞3 14

4 須田 高良 篠路西3 岡本 旭弘 北嶺3 15

5 出口 柔 新川西1 江幡 龍輔 篠路西2 16

6 土屋 大輝 伏見3 田中 大翔 東白石② 17

7 松井 偉嗣 北白石2 佐々木 陸人 篠路3 18

8 坂本 光琉 北辰2 佐久間 大心 札苗北2 19

9 沖村 駿介 北嶺2 橋本 翔琉 陵陽③ 20

10 山川 綾之 西野3 森谷 由宇紀 新陵2 21

11 田村 渉翔 屯田北3 清水 宏晟 南が丘2 22

佐藤 壮太 新琴似北3 23

1 保科 俊介 清田③ 阿部 英介 新川西2 8

2 三本菅 一冴 南が丘2 對馬 悠登 北野台2 9

3 山﨑 麗也 東白石2 小笠原 怜央 白石2 10

4 澤田 凛太 手稲2 長谷川 聖 南が丘3 11

松下 康生 澄川2 13

5 金澤 大和 白石3 阿部 翔汰

7 沖田 悠爾 篠路西2

西野2 12

6 西辻 翔平 琴似2



女子－40kg級
渡邊和 岡林 清水 渡邉祐 田中 勝敗 順位

女子－44kg級

1-85 1-87

1-29
1-105 1-106

1-118 1-88

1-86

女子-48kg級

1-89 1-91

1-30
1-107 1-108

1-119 1-92

1-90

女子－63kg級
西岡 前川 山田 小野 勝敗 順位

清水 ひなの 南が丘③

田中 はるひ 西野2

2 岡林 未来 南が丘1

5

4 渡邉 祐李 陵陽1

3

1-31 1-84 1-116稲穂3

決勝リーグ

1 渡邊 和

1-60 1-103

1-59

1-32

1-117

1-104

1-83

1-61 1-109

決勝リーグ

1 西岡 夢優 あいの里東1 1-33

2 前川 一愛 琴似③

3 山田 園華 真栄③ 1-34

屯田北1小野 陽稀4

1 井口 薫乃 福井野2 齋藤 巴華 北辰③ 6

2 大津 早稀 前田1 持田 那朕 東白石1 7

3 小野 柚香 南が丘2 牧島 愛加 伏見2 8

4 竹内 佑奈 東白石3 小角  ほのか 西野② 9

5 中村 真由香 伏見3

1 土井 遥 南が丘③ 髙橋 宥良 屯田北1 6

2 櫻井 陽菜 新陵1 寺尾 萌果 北都1 7

3 宮島 佑季 西野2 澤田 愛佳 伏見2 8

9

5 渡邉 千聖 伏見3

4 岩田 萌那 厚別南1 札苗北③柳嶋 希祈

1-110 1-62



女子－52kg

2-91 2-93

2-28
2-110 2-111

2-121 2-29

2-92 2-94

女子－57kg

2-95 2-97

2-30

2-112 2-113

2-122 2-31

2-96 2-98

女子－70kg級
吉田 長田 笠原 勝敗 順位

女子＋70kg級
丹羽 川原 小川 古山 成田 勝敗 順位

2-73

3 笠原 千尋 手稲3

1

2-1142 長田 花絵 北白石3

2-99 2-123

2-47 2-101 2-124

決勝リーグ

1 吉田 桜 稲穂3

決勝リーグ

1 丹羽 涼 青葉②

2

川原 凜 月寒③

2-74 2-1252-115

3 小川 もも 北都③ 2-1162-48

2-1004 古山 望結奈 北陽1

5

成田 有寿 陵陽1

稲陵③ 曽我 梨花子 藤女子3 6

2 泉 愛里 東栄2 横田 愛心 月寒1 7

畑中 このは

3 濱野 百花 もみじ台南2 中野 未夏 前田北1 8

4 鈴木 莉子 西野3 額田 彩 伏見2 9

5 安藤 光希 厚別北1 山形 綺羅 北白石3 10

1 山本 七海 南が丘③ 佐藤 空未 発寒2 6

2 篠田 莉悠 伏見3 推名 恵希 南が丘2 7

3 持田 あみ 東白石2 杉本 楓 北白石3 8

4 吉水 りみ あいの里東③ 小野 ひなた 東白石2 9

5 朝倉 小夏 札幌③ 高橋 杏奈 東栄2 10



第39回札幌市中学校体育連盟柔道選手権大会

平成29年7月1・2日

東白石中学校

男子-55kg級

2-49 2-53

2-1 2-8

2-75 2-77

2-2 2-9

2-50 2-54

2-3 2-10

2-102 2-103

2-117

2-4 2-11

2-51 2-55

2-5 2-12

2-76 2-78

2-6 2-13

2-52 2-56

2-7

男子－66kg

2-57 2-61

2-14 2-19

2-79 2-81

2-15 2-20

2-58 2-62

2-16 2-21

2-104 2-105

2-118

2-59 2-22

2-17 2-63

2-80 2-23

2-18 2-82

2-60 2-24

2-64

1 北林 雅貴 澄川③ 長尾 亮典 稲陵② 16

2 水島 勇真 東白石2 大石 有海 白石3 17

3 加藤 啓汰 北白石1 原 礼仁 西陵1 18

4 谷村 愛翔 光陽3 鳥谷部　悠 八条3 19

5 佐藤 丈一郎 白石2 川村 航平 東栄1 20

6 大谷 将也 東栄2 伊藤 一茂 北白石2 21

7 大島 蒼生 厚別南③ 鈴木 士元 北陽2 22

8 牧野 峰土 上野幌3 勝木 恭平 札苗1 23

9 菊地 壱香 稲陵1 濱道 北斗 白石2 24

10 清水 響 西野2 安部 誠貴 星置2 25

11 猪原 大智 北嶺2 小山 遥平 清田3 26

12 正木 颯太 東月寒3 相木 康我 西岡北2 27

鎌田 恵太朗 新川西③ 29

13 水山 巧 光星2 藤柳 怜

15 村上 耀隆 北辰③

東栄1 28

14 鈴木 優心 東栄1

1 越智 信行 西野③ 須貝 水貴 手稲東③ 14

2 阿保 風助 厚別南2 阿部 博人 北白石3 15

3 野岡 宏行 南が丘3 白野 嘉生 宮の森1 16

4 松下 健斗 澄川② 松浦 隼斗 光星② 17

5 羽成 幸祐 光星3 小林 巧明 北嶺3 18

6 伊藤 宗一朗 北嶺3 川上 皓大 元町2 19

7 前川 一優 琴似2 柏嵜 友哉 西野③ 20

8 澤部 佑太 屯田北③ 小黒 世瑚 陵陽③ 21

9 百瀬 晶 手稲東2 山﨑 優希 厚別南2 22

10 最上 蓮 栄③ 西村 新一 光星2 23

武田 祥郁 白石2 25

11 田中 暁登 西陵2 髙﨑 伸顕

石川 麟太郎 

南が丘③ 24

12 紅林 寛太 北嶺2

男女個人戦（第２試合場）

北嶺3 26

有田 幸平 屯田北③ 27

13 大井 楽人 西岡北③



男子－60kg

2-65 2-39

2-32 2-69

2-83 2-40

2-33 2-85

2-66 2-41

1-34 2-70

2-106 2-107 2-42
2-119

2-35

2-67 2-43

2-36 2-71

2-84 2-44

2-37 2-86

2-68 2-45

2-38 2-72

2-46

男子＋90kg級

2-87 2-89

2-25 2-26
2-108 2-109

2-120

2-88 2-27

2-90
塚本 将杜 伏見2 10

深澤 賢人 稲穂③ 11

5 大桃 頼 厚別北③

8

4 川島 翔馬 手稲東③ 松岡 拓杜 柏丘1 9

西野2 7

3 中村 直暉 光星3 西舘 大佑 新川西3

鈴木 烈士 厚別南③ 6

2 橋場 佳太 米里1 菊池 剛史

1 鈴木 翔太 西野②

30

公平 圭祐 西陵③ 31

柏1

29

二山 大輝 稲陵2

山田 駿介

15 増山 一真 東栄③

上篠路2 28

14 面民 羽弥斗 厚別南2

上杉 颯護13

平岡 拓磨 白石3

26

佐々木 斗也 南が丘3 27

西野2

12 松田 賢人 もみじ台南③

25

11 澤田 健太 北嶺3 安積 樹 北嶺2

関井 康生 伏見③ 24

10 松本 隼 前田1 坂 陸斗

9 大坂 康輝 篠路西3

22

8 泉 魁 平岡② 工藤 琉希 澄川② 23

厚別南3 21

7 古戸 璃久 北白石3 唐牛 志大 北白石3

鈴木 颯汰 白石3 20

6 澤瀬 拓郎 伏見2 水無瀬 典

5 及川 佳祐 光星2

18

4

山下 颯太 清田3

横山 広大 篠路③ 19

手稲東1 17

3 波多野 颯哉 八軒東1 須藤 優路 北野1

岡崎 洋哉 新川西③ 16

2 山田 献一郎 上篠路3 渡邉 新太

1 山田 匠人 琴似③


