
平成21年度全日本ジュニア体重別選手権大会組合せ　第1日目(2009年9月12日)

-60kg -66kg
氏名 所属 氏名 所属

-73kg
氏名 所属

三宅　隆洋

島　達人

國學院大学1年18 大畑　侑介

京都産業大学1年17 竹本　龍平

松山大学1年16 守谷　憲一

豊栄高等学校3年15 佐藤　拓哉

国士舘高等学校3年14 手嶋将太郎

早稲田大学1年13 堀　　敦登

12

石川　純平

11 土井　健史

10 西山　雄希

金子　龍太郎

天理高等学校2年

星城大学1年

桐蔭学園高等学校3年

国士舘大学2年

9 中本　正輝

中村　剛教 山梨学院大学1年

喜多　一成

8

天理大学1年

4

西本　忠史

近畿大学附属福山高等学校3年

東海大学山形高等学校3年

5

6

7

道都大学2年

池田　宏次郎 甲陵高等学校3年

15

16

石黒　亮太

西尾　享祐

13 我妻　晃旗

14

久保　匠平

17

東海大学付属相模高等学校1年

田原　大資 宮崎日本大学高等学校2年

木戸　慎二 日本体育大学1年

18

静岡学園高等学校2年

日本大学1年

髙藤　直寿

吉澤　駿

中川　裕喜

1 山本　浩史

2 林　健太

5

4

12

8

9

11

10

東海大学付属仰星高等学校3年

近畿大学附属福山高等学校3年

日本体育大学2年

国士舘大学2年

清和大学1年

京都学園高等学校3年

高岡第一高等学校3年

新田高等学校3年

山形工業高等学校3年

天理大学1年

国士舘大学1年

3

6 宮本　拓実

7

旭川龍谷高等学校3年

宮崎日本大学高等学校3年

国士舘大学2年

三上　真

右田　晃介

関根　文彦

志々目　徹

大石　悠太

松木　武志

1 海老沼　匡

3 坂野　裕次朗

5 小寺　将史

7 江藤　康太

明治大学2年

2 寺西　亮 道都大学1年

岡豊高等学校3年

4 吉田　惟人 東海大学2年

筑波大学1年

6 正治　和也 日本大学2年

東海大学付属第二高等学校2年

8 阿部　大紀 秋田大学1年

9 牧　良介 関西大学1年

10 森下　純平 筑波大学1年

11 渡邉　雅仁 中央大学1年

12 清水　健登 京都共栄学園高等学校3年

13 長谷川　大樹 宮崎日本大学高等学校3年

14 本原　廣宣 東海大学1年

15 六郷　雄平 大成高等学校3年

16 登　　成二 国士舘大学1年

17 横山　広伸 天理高等学校3年

頃安　知義 開星高等学校3年

18 清田　佳介 津幡高等学校3年

19

1

沖学園高等学校3年

3

2

杉山　公紀
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平成21年度全日本ジュニア体重別選手権大会組合せ　第1日目(2009年9月12日)

-48kg -52kg
氏名 所属 氏名 所属

-57kg -63kg
氏名 所属 氏名 所属

2 金田　結花

山梨学院大学1年1 遠藤　宏美 延暦寺学園比叡山高等学校2年

2 魚山　莉央

1 加賀谷 千保

新田高等学校2年

3 太田　成美 埼玉栄高等学校3年 3 石松　千奈 阿蘇高等学校3年

浜松商業高等学校3年

4 石川　秀美 日本大学2年 4 武田　清美 小杉高等学校2年

5 小原　優紀 淑徳大学1年 5 楠　　智恵 奈良育英高等学校1年

6 鈴木　真佑 京都文教高等学校2年 6 藤村　美和 東北高等学校2年

7 森﨑　由里江 鹿屋体育大学1年 7 福本　奈緒 渋谷教育学園渋谷高等学校2年

8 長澤　　葵 淑徳高等学校2年 8 羽成　愛里 埼玉栄高等学校2年

9 福永　紘子 金沢学院東高等学校3年 9 関　花菜子 直心館苗穂柔道少年団

10 黒江　優希 山梨学院大学2年 10 堀井　江梨子 立命館大学1年

11 松下　いずみ 旭川南高等学校2年 11 勝間　愛理 土浦日本大学高等学校3年

12 久賀　麻美 南筑高等学校3年 12 塚原　理早 環太平洋大学1年

13 十田　美里 近畿大学1年 13 田中　千尋 帝京高等学校3年

14 塚原　唯有 環太平洋大学1年 14 谷本　和 南筑高等学校3年

15 中谷　朱里 立命館大学1年 15 神山　結理 沼津高等学校2年

16 片岡　まゆ 立志舎高等学校1年 16 渡邉　美樹 東海大学1年

17 濵口　舞 松山東雲女子大学1年 17 井口　麻美 兵庫商業高等学校3年

18 細川　沙智 仙台大学2年 18 山本　杏 六角橋中学校3年

1 塩瀬　絢子 三井住友海上火災保険㈱ 1 菊川　優希 東海大学1年

2 今井　佐希 岡豊高等学校2年 2 坪内　亜衣 東北福祉大学2年

3 三輪　愛子 龍谷大学1年 3 安松　春香 国東高等学校3年

4 佐藤　芽依 高志高等学校3年 4 宮城　孝乃 奈良育英高等学校3年

5 金子　瑛美 淑徳高等学校3年 5 松岡　　睦 帝京大学1年

6 古後　　梓 福岡大学1年 6 小出　蒔絵 西京高等学校2年

7 中山　はるな 山梨学院大学1年 7 田代　未来 相原中学校3年

8 平松　優奈 同朋高等学校2年 8 石井　麻実 新田高等学校3年

9 秋山　日向子 広島大学1年 9 笠原　亜紀穂 奈良育英高等学校3年

10 瓜生　愛子 帝京大学1年 10 太田　晴奈 淑徳高等学校2年

11 逸見　祐夏 山形中央高等学校3年 11 渡部　真未 八千代高等学校3年

12 田中　友里 延暦寺学園比叡山高等学校3年 12 宮下　寿子 松商学園高等学校3年

13 鈴木　奈絵 桐蔭学園高等学校1年 13 吉岡　優里 旭川大学高等学校1年

14 鳥居　加奈 南筑高等学校3年 14 山本　小百合 筑波大学1年

15 滝澤　　萌 立命館大学1年 15 大川　　愛 天理大学1年

16 上村　凛歩 渋谷教育学園渋谷高等学校3年 16 古屋　梓 大成高等学校1年

17 藤本　みどり 甲府工業高等学校3年 17 羽沢　希天 敬愛高等学校3年

18 尾田　あかね 札幌山の手高等学校1年 18 長野　千瑛 日本大学1年
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