


66kg

84 晴　家（東海仰星）

山　下（常翔学園） 41 83 小　澤（　 鳳　 ）

藤　原（大 商 大） 42

田　村（履 正 社） 39 81 森　本（和泉総合）

阪　本（関大北陽） 40 82 山　根（   港　 ）

野　原（清　　風） 37 79 東　川（常翔学園）

勝　田（大商学園） 38 80 大館龍（商 大 堺）

北　川（星光学院） 35 77 　畑　（電 通 大）

高　津（商 大 堺） 36 78 永　岩（西野田工）

中　西（箕面学園） 33 75 　新　（昇　　陽）

松　井（金光八尾） 34 76 亀　山（星光学院）

坂　元（東海仰星） 31 73 小　谷（関大北陽）

南　郷（金光藤蔭） 32 74 阪　田（箕面学園）

中　川（興　　國） 29 71 伊　藤（商 大 堺）

金　村（生　　野） 30 72 岡　﨑（都島工業）

宮　口（貝 塚 南） 27 69 畑　中（星光学院）

山　野（城東工科） 28 70 川　瀬（牧　　野）

岡　野（登 美 丘） 25 67 田　中（登 美 丘）

　鍵　（商 大 堺） 26 68 高　倉（汎　　愛）

亀　田（星光学院） 23 65 山　下（門真なみ）

須　藤（布　　施） 24 66 福　島（関 大 一）

平　山（上　　宮） 21 63 大館力（商 大 堺）

西　尾（東大柏原） 22 64 西　田（近大附属）

嶋　本（岸 和 田） 19 61 佐　藤（大産大附）

大　重（星光学院） 20 62 多賀井（佐野工科）

小　林（汎　　愛） 17 59 平　井（上　　宮）

齋　藤（電 通 大） 18 60 　辻　（汎　　愛）

田　畑（堺 工 科） 15 57 堂　本（興　　國）

松　岡（都島工業） 16 58 今　村（昇　　陽）

中　村（阪南大学） 13 55 吉　内（星光学院）

岡　本（関 大 一） 14 56 毛　利（城東工科）

溝　上（商 大 堺） 11 53 芝　口（常翔学園）

深　澤（常翔学園） 12 54 三　村（大商学園）

　徳　（常翔学園） 9 51 阪　口（体大浪商）

　森　（興　　國） 10 52 貴　田（八尾翠翔）

宮　本（藤 井 寺） 7 49 中　野（　 鳳　 ）

中　村（四條畷学） 8 50 石　橋（大 商 大）

水　谷（北　　野） 5 47 高　安（金光八尾）

沖之島（桜　　塚） 6 48 岩　田（星光学院）

岸　下（昇　　陽） 3 45 山　本（英真学園）

小　林（星光学院） 4 46 白　方（阪南大学）

第76回大阪府高等学校総合体育大会柔道の部

大　川（東海仰星） 1 43 倉　本（金光藤蔭）

大　野（　 鳳　 ） 2 44 畑　田（藤 井 寺）
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81kg

寺　井（近大附属） 39 78 中　村（東海仰星）

坂　井（昇　　陽） 37 76 森　田（電 通 大）

小　椋（履 正 社） 38 77 松　本（太成学院）

松　下（東海仰星） 35 74 藤　原（箕面学園）

國　分（大産大附） 36 75 小　林（常翔学園）

高　松（上　　宮） 33 72 澤　田（関 大 一）

芝　本（東大柏原） 34 73 戸　田（東大柏原）

八　田（天 王 寺） 31 70 金　澤（上　　宮）

鎌　田（大 商 大） 32 71 藤　井（汎　　愛）

西　江（清　　風） 29 68 瀨　迫（金光藤蔭）

姫　路（汎　　愛） 30 69 中　條（大 商 大）

花　谷（城東工科） 27 66 清　家（堺 工 科）

田　中（興　　國） 28 67 渡　邊（貝 塚 南）

黒　川（商 大 堺） 25 64 石　川（岸和田産）

妹　尾（三 国 丘） 26 65 川　上（上　　宮）

宮　﨑（   港　 ） 23 62 松　林（城東工科）

川　口（貝 塚 南） 24 63 吉　岡（汎　　愛）

田　口（東海仰星） 21 60 水　野（近大附属）

梶　谷（常翔学園） 22 61 江　口（清　　風）

仁　保（東海仰星） 19 58 河　野（東大柏原）

和　田（電 通 大） 20 59 塩　山（上　　宮）

岡　本（吹 田 東） 17 56 福　留（近大附属）

田　中（汎　　愛） 18 57 藤　井（金光大阪）

城　野（金光大阪） 15 54 土　田（履 正 社）

大　島（常翔学園） 16 55 亀　井（城東工科）

篠　原（城東工科） 13 52 鍬　田（汎　　愛）

岡　林（堺　　上） 14 53 杉　本（体大浪商）

山　下（太成学院） 11 50 片　山（東海仰星）

上　石（商 大 堺） 12 51 坂　本（都島工業）

吉　田（近大附属） 9 48 中　村（興　　國）

川　越（上　　宮） 10 49 堀　内（関大北陽）

岩　尾（関 大 一） 7 46 三　上（近大附属）

金　澤（関大北陽） 8 47 由　井（英真学園）

樋　垣（岸和田産） 5 44 表　原（清　　風）

泊　里（東大柏原） 6 45 濵　田（東海仰星）

稲　田（河　　南） 3 42 　原　（商 大 堺）

増　田（東海仰星） 4 43 板　東（電 通 大）

第76回大阪府高等学校総合体育大会柔道の部

森　岡（大 商 大） 1 40 杉　内（大 商 大）

井　田（電 通 大） 2 41 亀　田（河　　南）



90kg

丹　波（金光藤蔭） 21

大　野（三 国 丘）

鳥　山（堺 工 科） 19 40

20 41 富　田（東大柏原）

玉　置（箕面学園）

山　口（大 商 大） 17 38 　辻　（太成学院）

吉　田（東大柏原） 18 39 渡　邊（関大北陽）

中　村（興　　國） 15 36 下　垣（金光藤蔭）

奥　平（商 大 堺） 16 37 阿　部（清　　風）

　菅　（常翔学園） 13 34 大　島（電 通 大）

川　畑（関大北陽） 14 35 吉　田（近大附属）

北　村（上　　宮） 11 32 鍵和田（東海仰星）

平　瀬（東海仰星） 12 33 山　本（上　　宮）

土　井（関大北陽） 9 30 高　月（大 商 大）

藤　澤（金光藤蔭） 10 31 南　野（電 通 大）

八　木（大商学園） 7 28 水　棷（東海仰星）

鎮　西（同志社香） 8 29 馬　場（履 正 社）

藤　井（金光藤蔭） 5 26 野　口（金光藤蔭）

菅　俣（近大附属） 6 27 上　田（近大附属）

内　海（東大柏原） 3 24 清　水（大商学園）

寺　田（大産大附） 4 25 日根野（関大北陽）

第76回大阪府高等学校総合体育大会柔道の部

山　本（電 通 大） 1 22 中　村（常翔学園）

北　村（箕面学園） 2 23 　堤　（英真学園）




