
 男子60㎏級

令和4年度東京都ジュニア柔道体重別選手権大会

令和4年7月10日（日）/東京武道館

二　増田　　神 今井　風快　二

二　浅井　恵河 小島　凛成　二

辻岡　慶次　初

二　岡村　朋輝 天野　武蔵　二

二　森田　晴斗 仲島　昴哉　二

初　馬渡　武侍 中川　悠良　二

二　藤井　大志 室谷　歩武　二

二　竹内　大起 轟　　竜次　二

初　坂口　奨樹 村瀬　聖悟　二

初　太田　栄士 渋田　　凱　二

二　末永　将真 菊池　亮斗　初

二　山中　　怜 佐藤　優磨　三

二　加藤　遼馬 長谷川譲希　初

二　中山　博嵩 谷　　希龍　初

二　宮部　真臣 志賀　結太　二

三　泉　　幸成 田中　　心　二

二　西牟田彪真 佐藤　元太　二

初　河西　誠人 山本　　蓮　二

坂上　和輝　二

二　真砂　勇陽 横山　優太　初

二　伊藤海央音 山崎　　凜　二

二　井上　樹弥 赤石聡一郎　二

住谷　　蓮　二初　小野　日向

二　工藤　大輝 野上　恭平　二

初　小嶋　武蔵 川上　雄三　二

二　向原　潤大 佐藤　星衣　初

二　大森　創平

51 東海大学

日本体育大学 25 50 中央大学

帝京科学大学 24 49 日本大学

修徳高校 23 48 帝京大学

日本大学 22 47 駒澤大学

大東文化大学 21 46 明治大学

東海大学 20 45 武蔵大学

青山学院大学 19 44 日本体育大学

慶應義塾大学 18 43 帝京科学大学

立正大学 17 42 専修大学

亜細亜大学 16 41 大東文化大学第一高校

東海大学付属高輪台高校 15 40 早稲田大学

國學院大学 14 39 法政大学

順天堂大学 13 38 日本体育大学

日本大学 12 37 足立学園高校

武蔵大学 11 36 専修大学

拓殖大学 10 35 国士舘高校

国士舘大学 9 34 順天堂大学

帝京大学 8 33 東洋大学

東海大学 7 32 帝京大学

日本体育大学 6 31 工学院大学附属高校

専修大学 5 30 青山学院大学

国士舘高校 4 29 修徳高校

八王子学園八王子高校 3 28 帝京科学大学

早稲田大学 2 27 慶應義塾大学

足立学園高校 1 26 日本大学
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二　志村　洸太 杉田　　蓮　二

二　幸田　　朗 羽田野啓太　二

二　中島　瑞貴 原田　駿汰　二

二　大久保竜之介 御影　　望　初

初　藤田　文弥 笠　　康介　二

二　岸　　武蔵 川崎　修斗　二

二　武田　承大 村上　朋生　初

二　荒田　大輝 鎌田恵太朗　二

初　中島　大成 野口　悠巴　二

二　天野　耀亮 福地駿多朗　初

二　山本　幸輝 兒山　雄大　二

二　猪瀬　真司 榎本　帆高　二

二　阿河　陸人 大野　楽斗　初

二　市川　恵大 塚﨑錬太郎　初

二　名取　昂徳 宮部　蓮匠　初

初　坪井　蓮矢 畠山　千風　二

二　小泉　侃耶 佐藤　尚貴　二

二　厨子　由陸 大井　　陸　二

二　山城　暁仁 沖　　　瑠　初

初　今村　竜太 工藤　泰輝　二

二　川崎　奏来 辻本　龍基　二

二　高山　愛斗 安谷屋正桜　初

二　井桁　拓海 藤岡　歩武　二

二　立石　倫大 蒔山　敬大　二

二　髙倉　慎生 鹿取新之助　二

初　後藤　琉臥 平山　舞人　二

二　光岡　岳人 橋本　虎弥　初

初　開澤　俐生 三木　賢人　二

二　栗田　　昇 近藤　亮介　二

帝京科学大学 29 58 國學院大学

専修大学 28 57 帝京大学

東海大学付属高輪台高校 27 56 早稲田大学

明治大学 26 55 創価大学

早稲田大学 25 54 帝京科学大学

亜細亜大学 24 53 立正大学

東洋大学 23 52 日本体育大学荏原高校

東海大学 22 51 拓殖大学

大正大学 21 50 国士舘大学

拓殖大学 20 49 修徳高校

帝京大学 19 48 東京学芸大学

駒澤大学 18 47 工学院大学附属高校

日本体育大学 17 46 順天堂大学

國學院大学 16 45 日本体育大学

大東文化大学 15 44 日本大学

安田学園高校 14 43 拓殖大学

立正大学 13 42 足立学園高校

修徳高校 12 41 東海大学

帝京科学大学 11 40 明治大学付属中野高校

順天堂大学 10 39 専修大学

國學院大学 9 38 國學院大学

法政大学 8 37 日本大学第一高校

国士舘高校 7 36 中央大学

武蔵野高校 6 35 明治大学

早稲田大学 5 34 東洋大学

日本大学 4 33 武蔵大学

青山学院大学 3 32 順天堂大学

日本体育大学荏原高校 2 31 日本体育大学

明治大学 1 30 早稲田大学
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二　瀧本　　光 染矢　兼玖　二

二　高橋　大知 山本　源也　二

二　阿久津友春 中川倖士朗　二

初　市村　煌大 毛利　仁哉　三

初　永井　　希 石間　勇斗　二

二　小林　謙太 平野　蒼空　二

二　山越　大夢 塚本　樺月　初

二　三笠　蒼樹 高山　恭吾　初

二　吉澤勇志郎 櫻井　亮弥　二

三　柴野　　仁 木下　颯王　二

二　太田　隆介 樋口蒼太朗　二

二　久保真之介 林　颯太郎　初

二　五十嵐雅人 新村　隼也　二

二　増山　陽太 神崎　彪真　二

二　隆　大志郎 大塚　遥人　二

二　岡本　紳吾 入道　隼人　初

二　市川晃次郎 竹吉　一樹　二

初　朝飛　太陽 石塚　隼多　初

二　秋山　碧生 日野　敬史　二

二　佐藤　澄士 三崎　甲斐　二

二　出森　陽大 清水　翔馬　二

初　藤村　心大 廣井　柊也　二

二　堀内孝太郎 鳩間　賢浩　二

二　ﾆｺｲｼｬﾔﾝ祐介 吉川　啓棋　初

初　関根凛太朗 小林　洸裕　初

二　小宗　康介 藤本　将斗　二

二　後藤　颯太 稲山　惺也　初

初　吉川　隆世 大搗　弘晟　二

二　河南　政伸 中島　竜生　二

二　鎌田　直人 荒川　琉正　初

二　松原　咲人 小田桐美生　二

國學院大学 31 62 国士舘大学

大正大学 30 61 中央大学

明星大学 29 60 日本大学

慶應義塾大学 28 59 法政大学

足立学園高校 27 58 東海大学

東海大学付属高輪台高校 26 57 拓殖大学

東洋大学 25 56 専修大学

国士舘大学 24 55 岩倉高校

亜細亜大学 23 54 日本体育大学荏原高校

法政大学 22 53 帝京科学大学

日本大学 21 52 早稲田大学

帝京大学 20 51 日本体育大学

早稲田大学 19 50 國學院大学

日本体育大学 18 49 武蔵大学

中央大学 17 48 順天堂大学

東海大学 16 47 修徳高校

東海大学 15 46 帝京大学

東京学芸大学 14 45 慶應義塾大学

順天堂大学 13 44 東洋大学

駒澤大学 12 43 大正大学

成城学園高校 11 42 法政大学

東洋大学 10 41 日本大学第一高校

拓殖大学 9 40 帝京科学大学

日本体育大学荏原高校 8 39 中央大学

國學院大学 7 38 東海大学付属高輪台高校

帝京科学大学 6 37 明治大学

足立学園高校 5 36 安田学園高校

日本体育大学 4 35 足立学園高校

立正大学 3 34 早稲田大学

修徳高校 2 33 國學院大学

明治大学 1 32 国士舘大学



令和4年度東京都ジュニア柔道体重別選手権大会

令和4年7月10日（日）/東京武道館

 男子81㎏級

二　朝田　　隼 長澤　篤希　二

二　岩下　幹人

初　井口虎太郎 鈴木　翔織　初

二　岸良　武輝 宮﨑　元汰　二

二　伊藤　諄哉 窪田魅空斗　二

二　若田部桔平 小島　京士　二

二　菅原　健也 西垣　拓磨　二

二　伊藤　好誠 紅谷　駿光　初

二　永岡　　歩 金本　隼人　二

二　川辺　　俊 日髙　輝海　二

初　菊池　風雅 木村　亮太　二

二　梅垣　寛太 進士　凱一　初

初　宮下　智博 福士　竜摩　二

二　吉田　凌梧 庄司　元気　二

初　関根　梨翔 久保　遼斗　二

二　松崎　　渡 飯塚　春貴　二

二　西村　　空 駒沢　麿乙　二

二　佐藤　茅人 武井　由樹　二

二　青井　辰樹 菅原　　翼　二

二　河田陸久斗 長谷川　環　初

二　宇佐美一誠 蓬田　湧馬　初

初　竹本　圭吾 門脇　　玄　二

二　鈴木　尊輝 山城　和也　二

初　竹吉　瑞樹 成宮　陸雄　二

二　徳持　英隼 小磯　匠海　二

二　岸田　耕平 笠川　智史　初

二　吉野　雄貴 山内　士由　初

二　村越　海風 古里　力斗　二

二　松永蓮太郎 福田　泰心　二

二　今野健太郎 及川　幹康　二

二　居村　大輝 三並　大将　三

二　中西　雄星 飯田　健介　二

二　大竹龍之助 東郷　丈児　二

二　緒方　力也 武嶋　俊樹　二

二　伊藤　達志 飯田　恒星　二

國學院大学 35

東海大学 34 69 早稲田大学

中央大学 33 68 国士舘大学

創価大学 32 67 青山学院大学

慶應義塾大学 31 66 東海大学付属高輪台高校

日本大学 30 65 創価大学

亜細亜大学 29 64 國學院大学

帝京科学大学 28 63 国士舘高校

武蔵野高校 27 62 帝京大学

青山学院大学 26 61 日本体育大学

法政大学 25 60 順天堂大学

拓殖大学 24 59 帝京科学大学

安田学園高校 23 58 東洋大学

日本体育大学 22 57 慶應義塾大学

大正大学 21 56 法政大学

早稲田大学 20 55 駒澤大学

足立学園高校 19 54 日本大学

国士舘大学 18 53 日本体育大学荏原高校

中央大学 17 52 中央大学

大東文化大学 16 51 亜細亜大学

早稲田大学 15 50 日本体育大学

日本体育大学荏原高校 14 49 武蔵大学

専修大学 13 48 岩倉高校

東海大学 12 47 明治大学付属中野高校

明治大学 11 46 大正大学

国士舘高校 10 45 慶應義塾大学

慶應義塾大学 9 44 大東文化大学

大正大学 8 43 帝京科学大学

帝京大学 7 42 安田学園高校

国士舘大学 6 41 早稲田大学

東洋大学 5 40 帝京大学

順天堂大学 4 39 日本大学

國學院大学 3 38 法政大学

東京拘置所(葛飾区) 2 37 専修大学

日本体育大学 1 36 東海大学
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二　山崎　一秀 髙橋麟太郎　二

三　安藤　健志 小林　開道　二

二　大吉　　諒 渡邊　爽偉　二

二　菊池　和久 丹　　迅人　二

二　前田　豪月 鈴木　一颯　二

二　田代　雄飛 ｵｿﾞｴﾒﾅｿﾌﾟﾙ涼太　初

二　君田　浩気 田中　佑弥　二

二　佐々木匠太郎 濵田　善太　初

二　石堂　光輝 大貫　太己　二

初　近藤那生樹 松阪　章孝　二

二　黒川　　響 川端　倖明　二

二　飯田幸太郎 紙永　雄大　初

二　林　　旺佑 山本　銀河　二

二　小澤　康忠 児嶋十希亜　二

初　鏑木　克優 田所力輝斗　二

三　嵐　　大地 片山　　凪　二

二　田中　愛斗 芳垣　圭祐　初

初　伊藤　泰星 小澤　陸斗　二

二　田畑　一徹 霍本　大雅　二

初　小田　優雅 原　凪人　三

二　唐木田優斗 松本　匡平　二

二　矢﨑　洋介 姫野　秀太　二

二　雨笠　一郎 池田　大心　二

二　入内島公貴 小林　朝海　二

二　吉田　　星 森野　拓朗　初

二　長濱　佑飛 海堀　陽弥　二

日本大学 26 52 明治大学

立正大学 25 51 創価大学

日本体育大学 24 50 国士舘大学

早稲田大学 23 49 國學院大学

順天堂大学 22 48 専修大学

帝京大学 21 47 東京学芸大学

法政大学 20 46 中央大学

東海大学 19 45 日本大学

国士舘高校 18 44 立正大学

中央大学 17 43 修徳高校

國學院大学 16 42 東海大学

国士舘大学 15 41 日本体育大学荏原高校

明治大学 14 40 国士舘高校

国士舘大学 13 39 明治大学

足立学園高校 12 38 日本大学

創価大学 11 37 創価大学

大正大学 10 36 中央大学

都立杉並工業高校 9 35 東洋大学

明治大学 8 34 明治大学付属中野高校

東洋大学 7 33 帝京大学

大東文化大学 6 32 國學院大学

修徳高校 5 31 順天堂大学

武蔵大学 4 30 安田学園高校

帝京大学 3 29 駒澤大学

順天堂大学 2 28 拓殖大学

東海大学 1 27 日本体育大学
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二　仲　南央斗 奥山　瑠輝　二

二　横手　和輝 中束　龍人　二

初　金子　竜士 工藤　海人　初

二　髙橋　　寛 海堀　翔伍　初

二　渡邉　　賢 坂本　祥吾　三

二　佐井川陽瞬 杉山　琢飛　初

初　鈴木　蓮大 澤　　歩夢　初

二　穴澤　涼士 藤井　建心　二

二　和泉　颯汰 岩崎　雄大　二

二　田川　　聖 瀬部　晟也　二

二　長島　勝輝 立本　裕真　二

二　澤田　康太 春秋　直希　二

二　杉田　健太 廣島　　南　二

二　濵田　哲太 山本颯太郎　二

二　北川　拓実 大霜　　歩　二

二　岩本　賢武 石津　愛武　二

初　平野幸司朗 高橋　　颯　二

二　野村　晟也 鈴木　雅弘　二

二　村戸　朱斗 竹村　虎之　二

二　渡辺　理恩 櫻井湖太郎コリー　二

初　中村　乾渡 唐木　康大　二

初　梅澤　太陽 遊川　葵羽　初

二　中井　貴道 小宮　年博　二

二　中澤　完太 清水　雄護　二

二　熊坂　　尉 中山　　康　二

二　小山　秀人 武田　知士　二

東海大学 26 52 東海大学

国士舘高校 25 51 創価大学

帝京科学大学 24 50 順天堂大学

法政大学 23 49 八王子学園八王子高校

日本体育大学 22 48 拓殖大学

国士舘大学 21 47 日本体育大学荏原高校

亜細亜大学 20 46 中央大学

専修大学 19 45 法政大学

拓殖大学 18 44 工学院大学附属高校

慶應義塾大学 17 43 帝京科学大学

中央大学 16 42 東洋大学

明治大学 15 41 東海大学

國學院大学 14 40 国士舘大学

日本大学 13 39 国士舘大学

立正大学 12 38 拓殖大学

専修大学 11 37 専修大学

八王子学園八王子高校 10 36 亜細亜大学

明治大学 9 35 武蔵大学

日本体育大学荏原高校 8 34 国士舘高校

駒澤大学 7 33 慶應義塾大学

東洋大学 6 32 明治大学

東海大学 5 31 國學院大学

中央大学 4 30 大東文化大学

修徳高校 3 29 修徳高校

帝京大学 2 28 東洋大学

国士舘大学 1 27 東海大学
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甲木　　碧　二

初　金田　大翔 森田　和志　二

初　西野　賢惺 重国麟太郎　二

二　藤本　偉央 中谷　雅夢　初

二　澤谷　魁人 佐藤　晴輝　初

初　市園　貴弘 恵良　武大　初

二　高田　遼真 高原　大智　二

二　神山　侑季 鈴木　　瑠　初

二　濵崎　龍真 笠井　雄太　初

初　細田　真大 笠原　勇馬　二

二　前川　幸輝 原田　恵吾　初

三　山越　大地 畠山　　凱　二

二　中村虎之輔 都倉　吏輝　二

初　菅原　光輝 野村　陽光　二

二　吉田　優斗 児玉ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ　二

二　羽黒　朝陽 入来院大樹　二

31 明治大学

日本体育大学 15 30 足立学園高校

八王子学園八王子高校 14 29 専修大学

東京拘置所(葛飾区) 13 28 東海大学

東海大学 12 27 東洋大学

都立杉並工業高校 11 26 修徳高校

国士舘高校 10 25 日本体育大学荏原高校

修徳高校 9 24 国士舘大学

日本大学 8 23 早稲田大学

法政大学 7 22 明星大学

明治大学 6 21 慶應義塾大学

国士舘大学 5 20 国士舘高校

明星大学 4 19 武蔵野高校

専修大学 3 18 国士舘大学

駒澤大学 2 17 順天堂大学

東海大学 1 16 東海大学


