
5人残 5人残
2人残 3人残

人残 2人残
2人残

2人残 3人残

5人残 5人残

5人残 4人残
5人残 2人残

4人残
4人残

人残 1人残 4人残
3人残

3人残 1人残 4人残
代表戦

5人残

4人残 1人残
1人残 4人残

2人残
5人残

4人残

5人残 棄権勝

4人残 3人残

2人残 3人残
5人残 5人残

3人残
棄権勝 棄権勝

2人残

1人残
5人残

1人残
3人残 5人残

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 団体試合】
平成30年11月18日(日)堺市立大浜体育館

1

3

英真学園

商 大 堺

6 電 通 大

登 美 丘

4 かわち野

昇　　陽

東海仰星

泉　　陽

上　　宮

佐野工科 2

金光八尾

北　　野

金光藤蔭

27

28

29

30

清教学園

10 金光大阪

大 商 大
36

31

32

33

34

35

11

上

宮

東
海
仰
星

37

9

近大附属

都島工業51

52

24 西野田工

関西創価49

50

近
大
附
属

　 鳳　 44

関
大
一

堺　　上

布　　施47

48

大阪偕星

星光学院

生　　野43

45

46関大北陽

19

20

16 体大浪商

今宮工科41

42

12 府大工専

常翔学園
40

39

大産大附

38

13

興　　國

履 正 社

関 大 一

泉尾工業 15

18

14

汎　　愛

箕面学園

大　　塚

三 国 丘 5

北　　淀

清　　風 7

8

東大柏原

城東工科

阪南大学 25

長　　尾 23

門真なみ

成　　美 17

生野工業

大商学園 21

22

26

吹 田 東

桜　　塚

勝 負 分

1 2 0

0 3 0

3 0 0

2 1 0

2人残 3人残

1人残 3人残 2人残 2人残

3

決 勝 リ ー グ

学校名 １ ２ ３ ４ 順位

１．上　　宮 ○
1人残 △ △

1

２．関 大 一 △ △ △ 4

３．東海仰星 ○
4人残

○
4人残

○
2人残

近畿大会出場決定戦

４．近大附属 ○
1人残

○
2人残 △ 2

大阪偕星

汎　　愛 大 商 大

清　　風 興　　國 汎　　愛 東大柏原 商 大 堺 大 商 大 星光学院



第一位 福田 虎輝（東海仰星） 第三位 内田 寿大（関 大 一）

第二位 上北 海輝（東海仰星）        米田 武佐志（大 商 大）

小　林（阪南大学）

70 中　野（西野田工）

71 安　達（東海仰星）

100

金　原（吹 田 東）

早　川（堺　　西）

平　田（関 大 一）

篠　原（英真学園）

塩　田（堺　　上）

加　藤（興　　國）

73 楠　本（夕 陽 丘）

74 鍜　治（長　　尾）

75 的　場（金光大阪）

岩　本（布　　施）

土　屋（三 国 丘）

西　村（清教学園）

大　賀（北　　淀）

橋　本（太成学院）

山　中（阪南大学）

78

79

80

81

82

83

84

85

86

96 萩　野（住吉商業）

97 川　﨑（常翔学園）

98 小　林（関大北陽）

濱　田（布　　施）

下　山（関大北陽）

辻　村（北　　野） 33

白　川（登 美 丘） 34

古　澤（門真なみ） 35

坂　口（金光藤蔭）

90

91

92

95

101

山　本（泉尾工業）

宮　戸（かわち野）

9949

50

51

清　水（大阪偕星）

峰　松（昇　　陽）

松　本（城東工科）

高　田（　 鳳　 ）

　乾　（箕面学園）

堀　越（都島工業）

本　田（   港　 ）

前　川（天 王 寺）

廣　田（金光藤蔭）

46

47

48

45

40

41

42

髙　木（泉　　陽）

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 個人試合】
平成30年11月17日(土) 堺市立大浜体育館

43 93 宮　嶋（牧　　野）

44 94 片　平（都島工業）

前　田（桜　　塚） 37 87 佐　伯（岸 和 田）

　東　（堺　　上） 38 88 坂　本（汎　　愛）

井　田（阪南大学） 39 89 森　下（箕面学園）

　林　（東大柏原） 36

米　谷（電 通 大）

大　本（金光八尾）

江　川（電 通 大） 31

　西別府 （三 国 丘） 32

中　田（西野田工） 27

　南　（汎　　愛） 28

有　本（東海仰星） 29

寺　西（金光八尾） 30

内　田（関 大 一） 26

77 福　田（東海仰星）

小　坂（英真学園）

　榮　（関大北陽）

　辻　（常翔学園）
76 田　中（関 大 一）

23

24

25

日　山（今宮工科） 21

66

67

72
高　杉（電 通 大） 22

余　吾（吹 田 東） 18

河　井（興　　國） 19

髙　島（布施工科） 20

68

69

堀　場（商 大 堺）

田　中（阪南大学） 13 64 竹　中（　 鳳　 ）

仲大盛（大 商 大） 14
65 米　田（大 商 大）

濵　田（金光藤蔭） 15
稲　場（府大工専）

音　羽（大　　阪） 16
金　光（大阪偕星）

油　井（清教学園） 17

矢　野（信　　太） 12 63

小　西（桜　　塚）

松　本（長　　尾） 9 60 北　條（成　　美）

谷　口（大　　塚） 10 61 髙　木（門真なみ）

羽田野（汎　　愛） 11 62 樫　山（登 美 丘）

西　口（北　　淀） 6 57 近　藤（汎　　愛）

岡　本（関 大 一） 7 58 大　隅（常翔学園）

石　堂（商 大 堺） 8 59 小　濵（堺　　上）

戸　田（体大浪商） 3 54 時　津（生野工業）

北　川（　 鳳　 ） 4 55 佐　藤（北　　野）

近　藤（北　　野） 5 56 大　西（大 手 前）

60kg級
上　北（東海仰星） 1 52 西　澤（関大北陽）

中　原（三 国 丘） 2 53 花　田（都島工業）



第一位 寺田 陵晟（上　　宮） 第三位 今西 悠真（星光学院）

第二位 矢尾 勇介（関西創価） 　　　 澤田 大輝（常翔学園）

　森　（東大柏原）84

85 溝　部（汎　　愛）

中　岡（三 国 丘）

窪　田（英真学園）

寺　田（上　　宮）

40

41

石　津（体大浪商） 37 81 工　藤（商 大 堺）

36

42

43

44

86

87

88

83 吉　留（金光藤蔭）

香　水（生野工業） 38

横　手（佐野工科） 39

82 塩　山（汎　　愛）

中　山（西野田工）

前　田（電 通 大）

八重尾（大　　塚）

中　川（三 国 丘）

上　田（上　　宮）

75

76

77

78

79

80大　岡（汎　　愛）

冨　田（近大附属）

　郡　（関西創価）

山　本（汎　　愛）

岡　部（吹 田 東）

前　田（星光学院）

坂　井（堺　　上）

金　田（汎　　愛） 33

野　村（大 商 大） 34

亀　川（登 美 丘） 35

関　口（今宮工科） 31

藤　谷（東大柏原） 32

谷　尾（桜　　塚）

浦　瀬（興　　國） 29

伊　藤（登 美 丘） 30

新　田（常翔学園） 25 69 山出谷（大産大附）

福　家（金光藤蔭） 26 70 伊　藤（登 美 丘）

福　田（清教学園） 27 71 田　渕（関大北陽）

74

　東　（今宮工科）

酒　田（履 正 社）

　東　（箕面学園） 28 72

73

阿　部（汎　　愛） 22 66 下　川（汎　　愛）

矢　尾（関西創価） 23 67 田　中（阪南大学）

小　方（大産大附） 24 68 山　澄（清　　風）

森　戸（布　　施） 19 63 加　藤（かわち野）

小　村（登 美 丘） 20 64 山　本（金光八尾）

中　林（商 大 堺） 21 65 岡　村（昇　　陽）

小　野（上　　宮） 16 60 嶋　田（西野田工）

中　村（早 稲 田） 17 61 黒　田（清教学園）

山　田（城東工科） 18 62 五　丹（登 美 丘）

中　村（成　　美） 13 57 国　見（大 商 大）

荻　野（大産大附） 14 58 寳　田（生野工業）

　求　（履 正 社） 15 59 芝　﨑（都島工業）

浦　地（泉尾工業） 10 54 増　田（汎　　愛）

西　嶌（清　　風） 11 55 橋　詰（大産大附）

三　好（大阪偕星） 12 56 小　川（東海仰星）

島　田（大商学園） 7 51 道　端（北　　淀）

大　西（　 鳳　 ） 8 52 土　井（東大柏原）

花　倉（汎　　愛） 9 53 北　村（府大工専）

山　本（金光大阪） 4 48 宮　内（岸 和 田）

羽手原（汎　　愛） 5 49 北　田（興　　國）

今　西（星光学院） 6 50 石　橋（商 大 堺）

竹　本（北　　淀） 2 46 竹　内（北　　野）

土　井（都島工業）

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 個人試合】
平成30年11月17日(土) 堺市立大浜体育館

66kg級

太　田（関 大 一） 1 45 澤　田（常翔学園）

3 47 河　野（関 大 一）



第一位 平瀬 慶太（東海仰星） 第三位 眞木 学人（関 大 一）

第二位 朝田  隼 （東海仰星）        渡部 弘成（大産大附）

清　田（堺 工 科） 26 59 　平　（汎　　愛）

三　鬼（大商学園） 27 60 檜　原（商 大 堺）

61 藤　原（体大浪商）大　國（大　　塚）

前　村（体大浪商）

28

29 62 山　本（電 通 大）

63 前　田（常翔学園）

65 谷　村（西野田工）

西　川（関大北陽）

大　森（生野工業）

上　口（大産大附）

30

31

32

平　瀬（東海仰星） 33 66 朝　田（東海仰星）

64 佐　野（大阪偕星）

　壽　（かわち野） 23 56 宮　本（泉尾工業）

松　田（西野田工） 24 57 石　井（生　　野）

林　田（生　　野） 25 58 松　田（太成学院）

川　条（履 正 社） 20 53 小　島（興　　國）

蛭　沼（汎　　愛） 21 54 三　田（登 美 丘）

荒　川（金光藤蔭） 22 55 有　川（泉　　陽）

宮　野（清　　風） 17 50 外　村（上　　宮）

徳　永（上　　宮） 18 51 岸　本（大　　塚）

松　田（大阪偕星） 19 52 土　橋（関 大 一）

　今　（登 美 丘） 14 47 室　橋（上　　宮）

俣　野（大　　阪） 15 48 余　田（金光藤蔭）

長　谷（常翔学園） 16 49 宇尾野（体大浪商）

川　村（星光学院） 11 44 田　仲（大阪偕星）

津　田（　 東　 ） 12 45 辰　巳（東大柏原）

平　岡（昇　　陽） 13 46 末　広（星光学院）

立　花（太成学院） 8 41 伊　丹（登 美 丘）

一　森（大阪偕星） 9 42 小　園（府大工専）

杉　本（体大浪商） 10 43 塩　月（大 商 大）

島　﨑（大産大附） 5 38 平　山（汎　　愛）

泉　口（東大柏原） 6 39 切　畑（英真学園）

大　家（三 国 丘） 7 40 梶　山（近大附属）

米　田（興　　國） 3 36 　奥　（佐野工科）

葛　城（商 大 堺） 4 37 田　中（金光大阪）

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 個人試合】
平成30年11月17日(土) 堺市立大浜体育館

73kg級

菅　野（東海仰星） 2 35 𠮷　山（商 大 堺）

34 渡　部（大産大附）眞　木（関 大 一） 1



第一位 本原 颯人（東海仰星） 第三位 青井 辰樹（近大附属）

第二位 嘉村 悦王（東海仰星） 　　　 岩本 莉樹（東海仰星）

46 西　田（汎　　愛）

38 高　井（三 国 丘）

39 松　田（大 商 大）

40 堀ノ江（常翔学園）

41 西　野（生　　野）

42 大久保（興　　國）

43 中　村（英真学園）

45 宮　田（   港　 ）

53 濱　口（興　　國）

54 泉　口（東大柏原）

55 坂　本（住吉商業）

56 山　森（府大工専）

57 嘉　村（東海仰星）

47 藤　田（履 正 社）

48 西　尾（大　　塚）

49 吉　田（金光大阪）

50 神　田（箕面学園）

51 　南　（大 商 大）

52 松　下（常翔学園）

高　屋（大 商 大） 29

西　原（金光大阪） 26

大久保（東海仰星） 27

廣　瀨（堺　　西） 28

青　井（近大附属） 23

　東　（佐野工科） 24

迫　田（初芝立命） 25

前　田（星光学院） 20

石　原（電 通 大） 21

奥　村（常翔学園） 22

稲　岡（英真学園） 18

ハ　オ（門真なみ） 19

中　村（関 大 一） 14

三　浦（箕面学園） 15

泰　地（履 正 社） 16

齊　藤（東海仰星） 11

藤　本（大商学園） 12

奥　居（英真学園） 13

河　添（体大浪商） 8

赤　野（布施工科） 17

9

中　村（城東工科） 10

安　田（興　　國） 5 34 松　本（金光八尾）

池　江（関大北陽） 6 35 石　橋（泉　　陽）

奥　村（東大柏原） 7 36 臼　山（履 正 社）

石　元（近大附属）44

37 塩　田（大阪偕星）

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 個人試合】
平成30年11月17日(土) 堺市立大浜体育館

81kg級

本　原（東海仰星） 1 30 岩　本（東海仰星）

井　上（生野工業） 2 31 　辻　（関大北陽）

市　川（上　　宮） 3 32 氏　原（金光藤蔭）

国　見（大 商 大） 4 33 八　田（商 大 堺）

山　本（金光八尾）



第一位 柏野 亮太（東海仰星） 第三位 山口 侑輝（体大浪商）

第二位 永竿 慶弥（東海仰星）        堂前 隼人（興　　国）

26 岡　田（履 正 社）

田　中（上　　宮） 14

33 　堺　（汎　　愛）

山　本（大産大附） 9 28 小　出（大 商 大）

池　上（金光藤蔭） 10

大　野（信　　太） 11

阿　部（金光大阪） 12

27 遠　藤（昇　　陽）

柏　野（東海仰星） 1 20 髙　橋（東海仰星）

21 太　田（城東工科）

森　田（西　　成）

塩　谷（商 大 堺）

23 前　川（堺 工 科）

河　村（清　　風） 6 25 堂　前（興　　國）

22

永　井（履 正 社） 5 24

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 個人試合】
平成30年11月17日(土) 堺市立大浜体育館

90kg級

山　川（近大附属）

村　上（興　　國）

張　本（生野工業）

2

3

4

松　浦（金光八尾）

平　山（商 大 堺）

岩　永（商 大 堺）

野　尻（大 商 大）

能　間（布施工科）

8

7

13

15

16

32 前　岡（金光藤蔭）

34 真　砂（電 通 大）

山　口（体大浪商） 19 37 永　竿（東海仰星）

谷　岡（大商学園）

岡　本（金光大阪）

35

36

17

18

田　口（興　　國）

田　口（大商学園）

29 大久保（近大附属）

30 倉　下（生野工業）

31 岡　本（常翔学園）



第一位  仲  南央斗（東海仰星） 第三位 武平 和義（上　　宮）

第二位 竹山 銀次郎（近大附属） 　　　 久々宮 滉大（上　　宮）

33 久々宮（上　　宮）

渡　部（履 正 社） 15

松　﨑（成　　美） 16

武　平（上　　宮） 17

河　村（昇　　陽） 12

橋　本（商 大 堺） 13

木　下（大 商 大） 14

多　田（関 大 一）景　山（体大浪商） 10

川　岸（東海仰星） 11 27 柳　川（常翔学園）

岡　本（興　　國） 8

竹　山（近大附属） 9

26

井　上（履 正 社） 5

　原　（清　　風） 6

西　村（汎　　愛） 7

片　岡（西野田工）

　杜　（金光大阪） 4 21 吉　岡（興　　國）

30 矢　野（大 商 大）

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 個人試合】
平成30年11月17日(土) 堺市立大浜体育館

100kg級

　仲　（東海仰星）

市　谷（東海仰星） 2 19 相　田（電 通 大）

杖　口（常翔学園） 1 18

蓮　池（門真なみ） 3 20

31 板　澤（関大北陽）

32 渡　邊（近大附属）

22 高　寺（大商学園）

24 曽　我（大 商 大）

25 石　川（履 正 社）

23 岸　井（生野工業）

28 紅　谷（金光藤蔭）

29 増　子（清　　風）



第一位 中村 雄太（東海仰星） 第三位 寺田 雄一朗（近大附属）

第二位 都倉 吏輝（関 大 一） 　　　 岡﨑 騎士（近大附属）

寺　田（近大附属） 17 35 都　倉（関 大 一）

西　河（体大浪商） 14

森　井（商 大 堺） 15

丸　岡（上　　宮） 16

吉　田（興　　國） 11

笠　原（金光藤蔭） 12

松　山（城東工科） 13

熊　井（大 商 大）長　渡（英真学園） 10

27 山　﨑（大産大附）

庄　内（金光藤蔭） 8

金　城（上　　宮） 9

28

堀　内（履 正 社） 5

森　下（関 大 一） 6

今　田（電 通 大） 7

梶　原（かわち野） 3 22 岡　崎（近大附属）

新　子（常翔学園） 4 23 鉄　川（東海仰星）

則　藤（大 商 大） 2 21 竹　村（箕面学園）

中　村（東海仰星）

第68回大阪高等学校新人柔道大会【男子 個人試合】
平成30年11月17日(土) 堺市立大浜体育館

100kg超級

1 20 奥　村（上　　宮）

24 大　倉（大阪偕星）

25 𠮷  田（履 正 社）

26 　玄　（門真なみ）

29 新　井（城東工科）

30 市　来（電 通 大）

31 畠　中（東大柏原）

32 今　里（近大附属）

33 沖　本（金光藤蔭）

34 薮　野（体大浪商）


