
部報［平成29 年度第62号］ 訂正一覧
P２ 後頁参照

P６ ４行目以下追記
定通部長 伊藤慎司 南 布施(定) 06-7661-9406

P19
①第66 回全国大会大阪府予選会要項
【男子の部】
３．申込締切日
誤 平成29 年5 月17 日（水）
正 平成29 年5 月12 日（金）

P22
【女子の部】
３．申込締切日
誤 平成29 年5 月17 日（水）
正 平成29 年5 月12 日（金）

P25
③第34 回大阪高等学校女子柔道体重別選手権大会要項
６．参加資格
（１）年齢について
誤 参加選手は個人、団体試合とも平成10 年（1998 年）4 月2 日以降に生まれた者で、
正 参加選手は平成10 年（1998 年）4 月2 日以降に生まれた者で、

P35
誤 ⑦第39 回全国高等学校柔道選手権大会男女無差別級予選会要項
正 ⑦第40 回全国高等学校柔道選手権大会男女無差別級予選会要項

P44
3 行目
誤 ≪78kg 超級≫上田莉圭選手（リベルタ）2 位
正 ≪78kg 超級≫上田莉圭選手（リベルテ）2 位



P44
12 行目
誤 ≪78kg 超級≫正井楓選手（常翔学園） 3 位上田莉圭選手（リベルタ）3 位
正 ≪78kg 超級≫正井楓選手（常翔学園） 3 位上田莉圭選手（リベルテ）3 位

平成29 年度大阪高体連女子柔道リーダー養成講習会並びに強化選手選考会の日程・会場
＠強化選手選考会
誤前期5 月7 日（日）9:30～（終了時間未定）ミキハウス柔道場
正前期5 月7 日（日）9:30～（終了時間未定）阪南大高

P44
平成29 年度大阪高体連女子柔道リーダー養成講習会並びに強化選手選考会の日程・会場
＠強化選手選考会
誤前期9 月24 日（日）9:30～（終了時間未定）ミキハウス柔道場
正前期9 月24 日（日）9:30～（終了時間未定）阪南大高

以下削除
＠中・高体連女子合同リーダー講習会（於：ミキハウス道場）
10 月15 日（日）9:30～16:00（参加人数によっては一部練習になります。）
※1 日練習の時は、昼食の用意をさせて下さい。不明瞭な点は、牧野高校・小林まで。

P45
後頁参照

P51
11.個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて
２．競技結果（記録）等の取り扱い
以下削除
（５）記録については、次年度の大阪府柔道連盟「大阪の柔道」に掲載されます。



大阪高等学校体育連盟柔道部
１．平成２９年度行事予定

月　／　日 行　　事　　名 場　　所

4/2（日）～4/4（火） 大阪錬成大会 堺市立大浜体育館

4/22（土） 柔道安全講習会・総会・審判講習会 都島工業高校

5/７（日） 女子強化選手選考会（前期） 阪南大高校

５/１４（日） 中・高体連合同練習会 大阪市立修道館

６/４（日） 第48回全国高等学校定時制通信制課程柔道大会大阪府選考会 大産大附高校

6/10（土） 第66回全国大会大阪府予選会女子団体戦 大阪市立修道館

6/1１（日） 第66回全国大会大阪府予選会女子個人戦　 大阪市立修道館

6/17（土） 第66回全国大会大阪府予選会男子団体戦 RACTABドーム

6/18（日） 第66回全国大会大阪府予選会男子個人戦　 RACTABドーム

6/25（日） 国民体育大会柔道競技大阪府少年男女予選会 講道館大阪

7/28(金)～30(日) 暑　中　稽　古 大阪市立修道館

8/2（水） 第34回大阪高等学校女子柔道体重別選手権大会 堺市立大浜体育館

8/2（水） 第72回大阪高等学校総合体育大会柔道の部（男子団体戦） 堺市立大浜体育館

8/3（木） 第72回大阪高等学校総合体育大会柔道の部（男子個人戦） 堺市立大浜体育館

8/６（日） 第48回全国高等学校定時制通信制課程柔道大会 講道館

8/8（火）～8/12（土） 第66回全国高等学校柔道大会 福島県郡山市

8/20（日） 国体近畿ブロック大会 兵庫県立武道館

8/26（土） 高校生夏季柔道形講習会 講道館大阪

8/27（日） 高校生特別昇段審査会 講道館大阪

第67回大阪高等学校定時制通信制課程総合体育大会柔道の部

兼近畿大会予選会

９/24（日） 女子強化選手選考会（後期） 阪南大高校

9/30（土） 中・高体連合同練習会 大阪市立修道館

10/7(土)～10/9(月) 第72回国民体育大会 愛媛県松山市

10/15（日） 中・高体連女子合同リーダー講習会 ミキハウス柔道場

10/29（日） 第67回近畿高等学校定時制通信制課程柔道大会 兵庫県立武道館

第67回大阪高等学校新人柔道大会兼

第59回近畿高等学校柔道新人大会予選会（男子団体戦）

第40回全国高等学校柔道選手権大会大阪府予選会

11/12（日） 第40回全国高等学校柔道選手権大会男子個人試合大阪府予選会 堺市立大浜体育館

第67回大阪高等学校新人柔道大会兼

第59回近畿高等学校柔道新人大会大阪府予選会（女子団体戦）

第40回全国高等学校柔道選手権大会大阪府予選会

11/19（日） 第40回全国高等学校柔道選手権大会女子個人試合大阪府予選会 大阪市立修道館

12/16（土） 第40回全国高等学校柔道選手権大会無差別級大阪府予選会 吹田市立武道館（洗心館）

H.29　　1/4(木)～6(土) 寒　　稽　　古 大阪市立修道館

1/14（日） 中・高体連合同練習会 大阪市立修道館

1/27（土） 第59回近畿高等学校新人柔道大会（個人戦） 兵庫県立武道館

2/3（土）・2/4（日） 第59回近畿高等学校新人柔道大会（団体戦） 尼崎ﾍﾞｲｺﾑ総合体育館

3/20（火）・2１（水祝） 第40回全国高等学校柔道選手権大会 日本武道館

講道館大阪9/10（日）

11/18（土）

11/11（土） 堺市立大浜体育館

大阪市立修道館

中止
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大阪高体連柔道部女子部 役員名簿（平成２９年度） 
  

   主  任   小 林  晴 代（牧 野） 
   副 主 任     佐 藤  久 佳（生野工）  平 田  勝 美（東大敬愛） 
   庶  務      石 川  裕 子（工 芸）  井 川  紀代子（吹田東） 
 

千木良   建（阪南大） 盛 山   壌（東百舌鳥） 高 槻 恵 英（和泉工） 

浦 崎 勝 治（関西大倉） 瀬 川 綾 子（藤井寺） 山 内 晴 美（吹田東） 

中 谷 朱 里（大産大） 安 井 香 里（大阪偕星） 山 形 あずさ（常翔学園） 

 

大阪高体連柔道部平成29年度 前期女子強化選手一覧 
 

階級 Ａ Ｂ Ｃ 

 

 48kg級 辻 （東大敬愛・３年））  平田（東大敬愛・３年）

 田中（大阪偕星・３年）

 高森（星翔・２年） 

谷口（大正・２年） 

 52kg級 谷口（大正・３年） 

杉原（東大敬愛・３年） 

卯川（阪南大・３年） 

 小川（金光藤蔭・２年）

 松本（金光藤蔭・２年）

大澤（星翔・２年） 

舟崎（常翔学園・２年）

鎌田（履正社・３年） 
寺阪（履正社・３年） 

佐藤（大産大・３年） 

日根野谷（大阪学芸・２年）

櫻庭（東大敬愛・２年） 

川瀬（東大敬愛・２年） 

西村（履正社・２年） 
 57kg級 濵野（東大敬愛・３年） 橋詰（大阪学芸・３年）

 大坂（金光藤蔭・３年）

 高橋（星翔・３年） 

高尾（大阪偕星・３年）

河内（大産大・２年） 

川底（大阪学芸・３年） 
 

 63kg級 嘉重（東大敬愛・３年）  針原（星翔・３年） 

川本（東大敬愛・２年）

檀野（星翔・２年） 

塚本（東大敬愛・２年）

 上田（大阪学芸・３年） 
 住吉（常翔学園・３年） 

 徳本（金光藤蔭・２年） 

 70kg級  梁瀬（常翔学園・３年） 松本（金光藤蔭・３年）

立原（大阪学芸・３年）

下田（履正社・３年） 

 

78kg級   猪井（阪南大・３年） 
山根（大産大・２年） 

 78kg超  上田（リベルテ・３年） 正井（常翔学園・３年）

 
脇坂（大阪偕星・３年） 
玉利（汎愛・３年） 
谷村（履正社・２年） 

 
 
 
 


