
平成21年度全日本ジュニア体重別選手権大会組合せ　第2日目(2009年9月13日)

-81kg -90kg
氏名 所属 氏名 所属

-100kg +100kg
氏名 所属 氏名 所属

1 高木　海帆 東海大学1年

京都学園高等学校3年

奥村　達郎

18

寺﨑　達也 崇徳高等学校3年

高松商業高等学校3年17 森　明大

16

石川　承俊

15 三井　亮佑

武山　大代

14

西田　勇生

13

12

長谷川　太一

11

田中　大貴

10 村上　拓

7 渡辺　祥真

嘉穂高等学校2年

金沢学院大学2年

国士舘大学1年

神戸国際大学付属高等学校3年

鹿児島商業高等学校3年

日本大学1年

桐蔭学園高等学校2年

東海大学付属仰星高等学校3年

青森中央学院大学2年

東海大学付属相模高等学校3年

沼津高等学校3年

国士舘高等学校2年

4

5

上杉　亮太

6

大山　裕太

8

土屋　潤

9 藤井　岳

旭川龍谷高等学校3年

3 森内　椋平 日体荏原高等学校3年

18 高谷　弘樹

2 後藤　直貴

仙台育英学園高等学校2年

東海大学1年

近畿大学1年

17 西尾　良太 名城大学1年

1 豊田　竜太

14 穴井　航史

16 大内　一徹

水戸短大附属属高等学校3年

東海大学1年

新田高等学校1年

13 小林　誠 北海道栄高等学校3年

15 武本　晃季

10 春山　友紀

12 鈴木　慎平

8

福岡大学附属大濠高等学校3年

国士舘大学1年

9 釘丸　太一 国士舘高等学校3年

11 重松　賢太郎

花村　恭介 日本学園高等学校2年

京都共栄学園高等学校3年清水　涼

7

天理大学1年

阿部　大治 豊栄高等学校3年

早坂　優季

6

宇都宮光樹 崇徳高等学校2年5

東海大学付属第五高等学校3年古田　卓也

2

東洋大学2年

1 西山　大希 筑波大学1年

3

4

池田　守秀

1 川上　智弘 國學院大学2年

2 泉谷　啓登 天理大学1年

3 髙橋　奈央弥 福岡大学1年

4 大辻　康太 埼玉大学1年

5 清水　大樹 大成高等学校3年

6 片岡　　仁 世田谷学園高等学校3年

7 豊田　純 修徳高等学校2年

8 北村　壮 同志社大学1年

9 沢田　雅弘 北海高等学校3年

10 中井　貴裕 流通経済大学1年

11 保宗　篤人 岡山商科大学1年

12 藤本　英謙 明治大学1年

13 林　優輔 東海大学付属第五高等学校3年

14 住谷　仁志 国士舘大学1年

15 村上　亮 宇和島東高等学校2年

16 山根　士 鶴来高等学校3年

17 寺本　裕基 東海大学付属仰星高等学校3年

18 田所　拓也 合川高等学校3年

2 小比類巻　翼 近畿大学1年

3 池本　政人 清和大学1年

4 髙橋　良介 大成高等学校3年

5 岩尾　敬太 国士舘大学1年

6 田中　成司 鹿児島情報高等学校3年

7 小林　督之 天理大学1年

8 石田　涼 旭川龍谷高等学校3年

9 奥田　浩貴 津幡高等学校3年

10 寺島　克興 国士舘大学2年

11 山本　喜就 島根県警察　警察学校

12 下和田翔平 日本体育大学1年

13 井上　侑大 富士大学1年

14 羽賀　龍之介 東海大学付属相模高等学校3年

15 大王　光貴 鹿児島商業高等学校3年

16 村岡　大潤 天理大学1年

17 山本　佑紀 高松商業高等学校3年

18 根本　惇平 東海大学1年
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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2日目(2009年9月13日)

-70kg -78kg
氏名 所属 氏名 所属

+78kg
氏名 所属

18 麻岡　優子 近畿大学2年

17 奥山　綾香 恵庭南高等学校2年

16 土屋　文香 東海大学1年

15 小泉　寛夏 作新学院高等学校2年

14 井上　愛美 新田高等学校2年

13 木下　菜月 福岡工業大学附属城東高等学校3年

12 山本　恭奈 桜丘高等学校3年

11 四十九　遥 小杉高等学校1年

10 烏帽子　美久 埼玉栄高等学校3年

9 堀江　美帆 白鷗大学足利高等学校3年

8 新井　えりな 帝京高等学校3年

7 町　純香 西京高等学校3年

6 小寺　恵子 立命館宇治高等学校2年

5 後藤　美和 阿蘇高等学校3年

4 中野　みゆき 東大阪大学敬愛高等学校3年

3 工藤　真弓 五所川原農林高等学校3年

2 梅田　弥生 国士舘大学1年

2

浜松北高等学校3年

1 田知本　遥 東海大学1年

3

4

6

内尾　友紀 白鵬女子高等学校1年5

7

結城　久美子 敬愛高等学校2年

野田　亜海 東北高等学校2年

山村　瑞葉

松山東雲女子大学1年

前田　奈恵子 埼玉栄高等学校3年

淑徳高等学校3年

松尾　千香

8 川戸　郁香

天理大学1年

埼玉栄高等学校3年

9 原田　美里 奈良育英高等学校2年

11 山本　一葉

10 馬場　菜津美

12 浅井　仁美 東海大学2年

札幌刑務支所

13 松川　　結 阿蘇高等学校3年

15 高島　慧巳

14

八幡工業高等学校3年

常翔学園高等学校3年

17 河村　優佳 清水ヶ丘高等学校3年

1 佐藤　瑠香

唐鎌　千鶴

18 亀元　伶愛

2

芳野中学校3年16 長内　香月

帝京大学1年

立命館大学2年

3 菅原　歩巴 埼玉栄高等学校3年

只野　真梨枝

帝京高等学校3年

4

5

濵田　尚里

6

吉見　幸恵

8

立野　　幸

9 村瀬　由樹

清水ヶ丘高等学校3年

渋谷教育学園渋谷高等学校2年

水口東高等学校2年

筑波大学1年

淑徳大学1年

高岡法科大学1年

静岡学園高等学校2年

奈良育英高等学校3年

10 緒方 亜香里

宇和島東高等学校3年

旭川大学高等学校2年

山梨学院大学1年

12

牧野　夢果

追分　奈々

渡辺　百合子

15 廣海　共美

坂下　福満

14

山本　彩乃

13

11

18

松本　亜希子 帝京高等学校2年

八幡工業高等学校2年17 増田　早矢花

16

木村　知畝

山形中央高等学校3年

下田　美紗季

7

1 山部　佳苗 山梨学院大学1年
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