
第72回国民体育大会柔道競技京都府選手選考会

少年男子　　　　－60kg　　　　１８名

No 氏　名 所属

No 氏　名 所属

22 谷口　虎太郎 西舞鶴

21 川端　萌成 産大附属

20 本田　翼 文教

19 北嶋　勇人 平安

18 熊谷　恒輝 両洋

17 浦崎　勝貴 京学

16 林　利希 産大附属

15 藤井　暉也 乙訓

14 野村　一真 両洋

13 笹尾　竜大 東山

12 内山　太平 平安

11 梶田　真伍 両洋

10 中本　春久 産大附属

9 岸本　教慈 成美

8 髙坂　拓人 桃山

川畑　翔琉 東山

3 小林　樹人 大谷

2 松田　颯真 平安

7 濵野　祥太 乙訓

6 宮川　悠生 平安

5 吉川　翔太 産大附属

18 橋本　大緯 文教

14 内田　智基 産大附属

少年男子　　 －66ｋｇ級　　　　     22名

1 富原　銀士　 京学

4

15 西村　僚真 乙訓

16 北野　天翔

吉田　一成 乙訓

13 白井　遼太 両洋

平安

17 瀬尾　亮汰 成美

10 中留　雄太 文教

11 山口　真緒 桃山

12

9 川原崎　達都 桃山

6 大﨑　辰哉 共栄

7 今井　烈 両洋

8

1 久保井　浩太 文教

4 佐伯　大河 乙訓

5 瀬戸村　俊 産大附属

2 濱口　湧太 両洋

3 日置　躍人 成美

北村　倭都 東山



第72回国民体育大会柔道競技京都府選手選考会

No 氏　名 所属

No 氏　名 所属

19 政田　綺斗 両洋

20 常盤　悠生 東山

松本　優也 両洋

14 太田　直希 産大附属

16 福谷　翼 共栄

17 横江　倫 平安

18

15 片岡　卓 大谷

金谷　悠輝 成美

11 二階堂　慎司 文教

12 塚田　朝太朗 東山

13

6 上野　一成 乙訓

7 野﨑　侃太朗 東山

8 藤村　凌河 両洋

4 中西　功一 両洋

5 春木　亮彦 東山

9 藤川　陽希 文教

10 芝　晃大 平安

少年男子　　 －73ｋｇ級　　  20名

1 勝部　翔 京学

2 辻　大和 共栄

3 杉本　一晟 産大附属

桑谷　夏輝 大谷

8 朴　敬一 乙訓

9 田所　知起 桃山

10

丹波　弘太郎 平安

家元　達也 産大附属

11 前嶋　将太 京学

12 筒井　海翔 両洋

13 西村　達 文教

4 村上　琢磨 文教

5 長内　大河 成美

少年男子　　　　-81kg               13名

1 山田　智也 京学

2 桑畑　悠貴 東山

3

6 澤田　匠 両洋

7
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少年男子　　　　－90kg　　　　　１１名

No 氏　名 所属

No 氏　名 所属

No 氏　名 所属

11 村井　重昭 両洋

松田　賢太郎 西舞鶴

9 谷口　稜太 京学

10

8 立川　寿哉 大谷

中村　拓生 産大附属

6 名倉　泰成 京学

7

5 福岡　悟大 共栄

4 市川　星音 乙訓

3 三上　雄士 平安

2 高橋　翔太 両洋

1 奥田　將人 京学

9 今川　雄斗 平安

10 内匠屋　龍人 両洋

8 沼田　琉聖 平安

野村　光英 東山

6 岡田　龍馬 文教

7

1 嶋崎　太紀 京学

5 浅井　直輝 両洋

4 前山　陽成 共栄

3 小松　誠明 東山

4 谷本　優駿 東山

2 鍵井　裕太 平安

少年男子　　　　+100kg　　　　　１０名

少年男子　　　　-100kg　　　　　6名

1 木村　朋弥 平安

5

川口　颯太 成美

2 塚本　好人 東山

3

6 王　胤 両洋

竹下　勇樹 京学
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No 氏　名 所属

No 氏　名 所属

 

女　　　子　　 －52ｋｇ級　　　  22名

1 三谷　頼子 文教

2 笹江　絢乃 大谷

3 塩見　智佳 共栄

4 百々　鈴那 立宇治

5 武市　里奈 乙訓

6 井上　栞 共栄

7 津田　紗英 産大附属

8 岡本　奈央 両洋

9 西村　瑞穂 立宇治

10 小室　藍梨 京学

11 寺川　留以 共栄

12 安枝　帆香 文教

13 原　小雪 大谷

14 東川　美宇 両洋

15 橋田　歩実 乙訓

16 松尾　悠 産大附属

17 河島　実咲 立宇治

18 中村　咲彩華 両洋

19 森山　あすか 共栄

20 上原　智花 文教

21 坂井　香凜 乙訓

22 姫野　遥香 成美

女　　子　　　　-57kg　　　　　７名

1 武田　亮子 龍谷大

2 清水　菜々子 文教

3 清水　梨瑚 大谷

4 刈谷　美咲 明治国際大

5 山西　優香 立宇治

6 竹盛　沙希 龍谷大

7 寺川　亜美 共栄
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女　　　子　　-52～63kg　　　８名

No 氏　名 所属

No 氏　名 所属

1 勝部　桃 京学

2 吉村　帆夏 立宇治

3 岡田　恵里佳 立宇治

4 中島　桜花 乙訓

5 神田　澄香 立宇治

6 中島　萌 両洋

7 山下　紗月 立宇治

8 西島　ななみ 文教

女　　子　　　　無差別                    6名

1 冨田　彩加 龍谷大

2 河野　志歩 明治国際大

3 安田　紫保 両洋

4 菱崎　絢音 両洋

5 三苫　桃子 明治国際大

6 丸一　萌 両洋


