
 天　野（金光大阪） 45

石　津（体大浪商） 46

93 岡　本（関 大 一）

94  網　城（西野田工）

95 浜　崎（関大北陽）髙　木（関大北陽） 47

第67回大阪高等学校新人柔道大会
男子　個人試合

平成29年11月12日(日)

堺市立大浜体育館

佐　野（大阪偕星） 42 90 片　平（都島工業）

小　林（阪南大学） 43 91 頓　花（大 商 大）

橋　詰（大産大附） 36 84 坂　田（浪　　速）

加　藤（興　　國） 37 85 水　田（夕 陽 丘）

田　中（関 大 一） 38 86 白　江（阪南大学）

西　澤（堺　　西） 35 83 高　桑（大阪偕星）

西　平（大　　阪） 44 92 松　本（長　　尾）

池　田（夕 陽 丘） 39 87 羽田野（汎　　愛）

髙　木（門真なみ） 40 88 黒　川（清教学園）

油　井（清教学園） 41 89  福　田（布施工科）

　郡　（関西創価） 32 80 玉　置（生　　野）

中　村（成　　美） 33 81 上　北（東海仰星）

本　田（   港　 ） 34 82 橋　本（阿 武 野）

五十嵐（星光学院） 29 77 早　川（堺　　西）

太　田（商 大 堺） 30 78  森　上（登 美 丘）

中　田（西野田工） 31 79 冨　岡（堺　　上）

坂　本（汎　　愛） 26 74 　橋　（電 通 大）

藤　澤（阪南大学） 27 75 米　田（大 商 大）

松　本（大　　塚） 28 76 北　田（興　　國）

71 宮　﨑（関 大 一）

72 北　村（商 大 堺）

河井船（興　　國） 25 73 小　馬（和泉総合）

西　澤（関大北陽） 23

國　見（大 商 大） 24

大　津（長　　尾） 21 68 土　屋（三 国 丘）

岡　田（関 大 一） 22 69 音　羽（大　　阪）

70 前　田（桜　　塚）

袈裟丸（英真学園） 18 65 清　水（大阪偕星）

萩　野（住吉商業） 19 66 橋　本（太成学院）

井　田（阪南大学） 20 67 片　栁（成　　美）

杉　山（城東工科） 15 62 池　端（西寝屋川）

佐　藤（北　　野） 16 63 仲大盛（大 商 大）

濵　口（商 大 堺） 17 64 酒　田（履 正 社）

福　田（東海仰星） 12 59 竹　中（　 鳳　 ）

前　田（電 通 大） 13 60 滝　下（今宮工科）

寳　田（生野工業） 14 61 髙　野（登 美 丘）

日　山（今宮工科） 9 56 藤　下（金光大阪）

　東　（堺　　上） 10 57  寺　田（大阪学芸）

 濵　田（金光藤蔭） 11 58 　辻　（常翔学園）

井　上（大阪偕星） 6 53  　橘　（北　　野）

伊　藤（大 商 大） 7 54 河井貫（興　　國）

森　戸（布　　施） 8 55 福　田（清教学園）

酒　井（興　　國） 3 50 田　中（阪南大学）

平　田（登 美 丘） 4 51 安　達（東海仰星）

伊　藤（大阪学芸） 5 52 窪　田（英真学園）

60kg級
梶　谷（常翔学園） 1 48 岸　本（金光藤蔭）

榧　木（学芸中等） 2 49 米　谷（電 通 大）

第一位　浜崎 誠大（関大北陽） 第三位　髙木 優希（関大北陽）

第二位　梶谷 壮希（常翔学園） 　　　　岸本 和真（金光藤蔭）



77 　平　（近大附属）

島　田（成　　美） 38

瀬　戸（清　　風） 39

68 阿　部（汎　　愛）

69 市　田（商 大 堺）

70 舟　場（阪南大学）

71 白　井（都島工業）

72 佐々木（　 鳳　 ）

73 浦　瀬（興　　國）

74  山　田（阿 武 野）

76 櫻　井（八尾翠翔）

大　野（布　　施） 37 75 谷　尾（桜　　塚）

　間　（登 美 丘） 33

 水　落（常翔学園） 34

　叶　（大商学園） 35

山　本（金光大阪） 31

金　田（汎　　愛） 32

石　橋（商 大 堺） 36

菊　池（阪南大学） 28 67  大　森（生野工業）

関　口（今宮工科） 29

 上　田（八　　尾） 30

平　山（汎　　愛） 25 64  辰　巳（東大柏原）

川　端（東大柏原） 26 65 竹　内（北　　野）

切　畑（英真学園） 27 66 小　野（上　　宮）

坂　井（堺　　上） 22 61  柏　本（関大北陽）

 奥　田（関大北陽） 23 62 中　岡（三 国 丘）

寺　田（上　　宮） 24 63 谷　村（西野田工）

池　下（昇　　陽） 19 58 上　田（上　　宮）

太　田（関 大 一） 20 59 斉　藤（大 商 大）

中　谷（佐野工科） 21 60 小　川（東海仰星）

嶋　田（西野田工） 16 55 髙　田（夕 陽 丘）

大　西（　 鳳　 ） 17 56 下　川（汎　　愛）

山　下（大 商 大） 18 57  松　下（泉尾工業）

安　田（金光藤蔭） 13 52 荒　尾（大商学園）

佐　世（商 大 堺） 14 53 吉　留（金光藤蔭）

小　倉（　 東　 ） 15 54 八　木（金光大阪）

矢　尾（関西創価） 10 49 有　田（佐野工科）

三　好（大阪偕星） 11 50 箱　崎（住吉商業）

 花　倉（汎　　愛） 12 51 田　中（阪南大学）

三　谷（浪　　速） 7 46 今　西（星光学院）

馬　場（大産大附） 8 47 森　井（関西創価）

　泉　（城東工科） 9 48 杉　山（清教学園）

長　谷（常翔学園） 4 43 　東　（今宮工科）

香　水（生野工業） 5 44  原　梶（成　　美）

 藤　原（夕 陽 丘） 6 45 山　本（汎　　愛）

横　手（佐野工科） 2 41 松　田（太成学院）

田　渕（興　　國）

第67回大阪高等学校新人柔道大会
男子　個人試合

平成29年11月12日(日)

堺市立大浜体育館

66kg級
渡　部（上　　宮） 1 40 澤　田（常翔学園）

3 42 山出谷（大産大附）

第一位　渡部 嵩矢（上　　宮） 第三位　寺田 陵晟（上　　宮）

第二位　平　 致穂（近大附属） 　　　　澤田 大輝（常翔学園）



　　　　眞木 学人（関 大 一）

近　藤（関西創価） 26 59 　森　（大　　阪）

 久冨木（金光八尾） 27 60 坂　口（関西創価）

上　田（大　　塚） 23 56 山　田（藤 井 寺）

渡　部（大産大附） 24 57 中　原（緑 風 冠）

横　本（清　　風） 25 58 池　野（体大浪商）

塩　田（大阪偕星） 20 53

61 徳　山（東大柏原）
杉　本（体大浪商） 28

樋　口（門真なみ） 29

須　賀（藤 井 寺） 30

62 野　口（泉尾工業）

63 　今　（登 美 丘）

坂　本（住吉商業） 31
65 末　広（星光学院）

石　井（生　　野） 32 66  佐々木（金光八尾）

　濱　（近大附属） 33 67 三　輪（上　　宮）

64 石　元（近大附属）

中　西（興　　國）

　東　（佐野工科） 21 54 米　澤（大産大附）

川　村（星光学院） 22 55 　平　（汎　　愛）

後　藤（関大北陽） 17 50 廣　岡（関大北陽）

　蔦　（上　　宮） 18 51 眞　木（関 大 一）

俣　野（大　　阪） 19 52 正　木（八尾翠翔）

三　田（登 美 丘） 14 47 大　家（三 国 丘）

坂　上（岸 和 田） 15 48 松　本（金光八尾）

小　阪（大 手 前） 16 49 蛭　沼（汎　　愛）

西　岡（常翔学園） 11 44 西　谷（学芸中等）

西　田（汎　　愛） 12 45 小　西（西寝屋川）

一　森（大阪偕星） 13 46 佐　藤（常翔学園）

宮　本（泉尾工業） 8 41 淡　路（　 鳳　 ）

宇尾野（体大浪商） 9 42 高　山（上　　宮）

赤　松（上　　宮） 10 43 本　原（大阪偕星）

津　田（　 東　 ） 5 38 蘆　田（茨　　田）

室　橋（上　　宮） 6 39 國　見（大 商 大）

 奥　谷（阪南大学） 7 40 國　京（金光大阪）

岡　田（興　　國） 3 36 泰　地（履 正 社）

 松　本（清教学園） 4 37 　濱　（今宮工科）

第67回大阪高等学校新人柔道大会
男子　個人試合

平成29年11月12日(日)

堺市立大浜体育館

73kg級

安　達（四條畷学） 2 35 宮　野（清　　風）

34 平　瀬（東海仰星）内　村（東海仰星） 1

第一位　内村 秀資（東海仰星） 第三位　濱　 幸哉（近大附属）

第二位　本原 颯太（大阪偕星）



62  鎌　田（北　　野）

50 野　口（金光藤蔭）

42 三　浦（箕面学園）

43 河　添（体大浪商）

44 瀬　野（大阪偕星）

45 山　下（登 美 丘）

46  米　田（大　　阪）

47 藤　本（大商学園）

48 吉　田（太成学院）

49 川　村（近大附属）

57 高　屋（大 商 大）

58 藤　田（天 王 寺）

59 谷　口（四條畷学）

60 前　田（星光学院）

61 西　原（金光大阪）

51 岸　井（生野工業）

52 田　口（興　　國）

53 大　島（常翔学園）

54  日　谷（金光八尾）

55 中　村（英真学園）

56 池　江（関大北陽）

　辻　（関大北陽） 31 63  千　葉（東大柏原）

迫　田（初芝立命） 32 64  中　村（城東工科）

福　澤（東海仰星） 33 65 倉　部（東海仰星）

臼　山（履 正 社） 29

吉　田（金光大阪） 30

松　山（体大浪商） 26

 勝　久（泉尾工業） 27

内　匠（佐野工科） 28

竹　川（大　　塚） 23

冨　里（箕面学園） 24

徳　永（上　　宮） 25

塩　月（大 商 大） 20

西　垣（東大柏原） 21

 星　合（　 東　 ） 22

　北　（大 商 大） 17

河　野（常翔学園） 18

廣　瀨（堺　　西） 19

 佐　藤（西野田工） 14

足　立（阪南大学） 15

大久保（東海仰星） 16

笠　原（大阪偕星） 11

濱　口（興　　國） 12

大　森（城東工科） 13

 鮫ヶ井（門真なみ） 8 41 嘉　村（東海仰星）

 河　村（清　　風） 9

三　島（三 国 丘） 10

 福　西（大阪学芸） 5 38 本　川（布施工科）

神　田（箕面学園） 6 39 松　下（常翔学園）

石　原（電 通 大） 7 40 島　﨑（大産大附）

 加　藤（浪　　速） 2 35 石　見（大 商 大）

石　橋（泉　　陽） 3 36 八　田（商 大 堺）

徳　永（関大北陽） 4 37 藤　田（履 正 社）

第67回大阪高等学校新人柔道大会
男子　個人試合

平成29年11月12日(日)

堺市立大浜体育館

81kg級

杉　村（星光学院） 1 34 金　田（星光学院）

第一位　杉村 晃希（星光学院） 第三位　福澤 達矢（東海仰星）

第二位　倉部 隆成（東海仰星） 　　　　川村 竜士（近大附属）



木　戸（和泉総合） 14 30 岩　崎（電 通 大）

岡　本（大阪偕星） 15 31 大　城（大阪偕星）

中　根（興　　國） 11 27 藤　原（体大浪商）

柏　野（東海仰星） 12 28 川之上（東大柏原）

矢　野（大 商 大） 13 29 新　武（常翔学園）

和　田（近大附属） 8 24 　乾　（関大北陽）

岩　永（商 大 堺） 9 25 京　田（星光学院）

谷　岡（大商学園） 10 26 奥　田（金光大阪）

蓮　池（門真なみ） 5 21 吉　岡（興　　國）

木　田（長　　尾） 6 22 倉　下（生野工業）

 藤　原（常翔学園） 7 23 本　原（東海仰星）

谷　　（金光藤蔭） 1 16 平　田（商 大 堺）

17 山　本（大産大附）

山　口（体大浪商） 2

楠　橋（岸 和 田）

 黒　澤（上　　宮）

19 川　西（履 正 社）

第67回大阪高等学校新人柔道大会
男子　個人試合

平成29年11月12日(日)

堺市立大浜体育館

90kg級
第一位　本原 颯人（東海仰星） 第三位　岡本 怜樹（大阪偕星）

第二位　谷　 大崇（金光藤蔭） 　　　　大城 　漣（大阪偕星）

18

冨　田（東大柏原） 4 20

 山　岡（関 大 一） 3



岸　田（大阪偕星） 17 35  金　山（清　　風）

嶋　津（清　　風） 18 36 菊　池（東大柏原）

 土　居（電 通 大） 15 33 松　本（興　　國）

太　田（城東工科） 16 34 竹　山（近大附属）

藤　岡（常翔学園） 13 31 久々宮（上　　宮）

荒　木（金光大阪） 14 32 石　川（履 正 社）

川　岸（東海仰星） 11 29 河　村（昇　　陽）

景　山（体大浪商） 12 30 新　戸（東海仰星）

　仲　（東海仰星） 9 27 日　野（東海仰星）

小　倉（関 大 一） 10 28 杖　口（常翔学園）

片　岡（西野田工） 7 25 橋　本（商 大 堺）

渡　部（履 正 社） 8 26 曽　我（大 商 大）

 植　田（和　　泉） 5 23  梶　原（かわち野）

村　内（近大附属） 6 24 溝　上（大阪偕星）

亀　田（大商学園） 3 21 渡　邊（近大附属）

 　原　（清　　風） 4 22 田　村（阪南大学）

　間　（清　　風）

　玄　（門真なみ） 2 20 川　本（大　　塚）

沖　田（大産大附） 1 19

第67回大阪高等学校新人柔道大会
男子　個人試合

平成29年11月12日(日)

堺市立大浜体育館

100kg級
第一位　菊池 大樹（東大柏原） 第三位　小倉 　樹（関 大 一）

第二位　沖田 奨弥（大産大附） 　　　　間　 魁正（清　　風）



五十嵐（関大北陽） 19 38 奥　山（履 正 社）

丸　岡（上　　宮） 17 36 山　﨑（大産大附）

吉　本（履 正 社） 18 37 篠　原（城東工科）

熊　井（大 商 大） 15 34 能　美（西寝屋川）

富　田（東大柏原） 16 35 砂　田（東大柏原）

笠　原（金光藤蔭） 13 32 梶　村（和泉総合）

金　高（東大柏原） 14 33 鍋　谷（浪　　速）

薮　野（体大浪商） 11 30 柴　田（金光藤蔭）

 小　村（英真学園） 12 31 奥　村（上　　宮）

田　仲（大阪偕星） 9 28 新　子（常翔学園）

山　口（星光学院） 10 29 都　倉（関 大 一）

寺　田（近大附属） 7 26 小　林（大 商 大）

 　林　（常翔学園） 8 27  川　口（商 大 堺）

丸　尾（金光藤蔭） 5 24 井　上（電 通 大）

 秋　山（阿 武 野） 6 25 　髙　（東大柏原）

須　川（太成学院） 3 22 大　倉（大阪偕星）

長　渡（英真学園） 4 23 米　野（八尾翠翔）

1 20 西　崎（英真学園）

畠　中（東大柏原） 2 21 今　里（近大附属）

菅　野（東海仰星）

第67回大阪高等学校新人柔道大会
男子　個人試合

平成29年11月12日(日)

堺市立大浜体育館

100kg超級
第一位 奥山 龍宝（履 正 社）

第二位 寺田雄一朗（近大附属）

第三位　山口 雅也（星光学院）

　　　　西崎 佳介（英真学園）


