
平成２９年２月５日
ＡＬＳＯＫぐんま武道館

第一試合場 第三試合場

僅差

30 木ノ上アロン（樹　徳） 61 武井　優人（沼　田）
小内刈 内股

31 阿部　翔太（勢　農） 62 三浦　侑也（関学大）

優勢 不戦勝

28 田村　拓海（関学大） 59 須藤　隆文（前　東）
不戦勝 縦四方固

29 増田　陽祐（渋　川） 60 小林　竜己（高経附）
内股 払腰

優勢 優勢

24 神山　敦志（健大高） 55 川崎　楓太（勢　農）
送襟絞 横四方固

25 山本　大陸（前　商） 56 瀬下　純央（勢　農）
小外掛 裏投

26 白井　裕大（樹　徳） 57 玉川　  朗（樹　徳）
大外刈 優勢

27 市川　誉揮（高整附） 58 渡辺　大和（前　商）

内股 不戦勝

20 牛腸　伊吹（樹　徳） 51 五十嵐　巧（樹　徳）
不戦勝 腕挫腕固

21 星野　力丸（沼　田） 52 堤　　大河（沼　田）
横四方固 内股

22 片貝　俊介（前　東） 53 セルチャンアキラ（上武大）
横四方固 内股

23 川島　智也（勢　農） 54 椛澤　健介（健大高）

渡邉　涼斗（前　商）
払腰

17 池田　圭佑（前　刑） 48 谷田部剛之（常　磐）
払腰 僅差

18 金子　龍玄（前　商）

僅差 僅差 横四方固

16 生方　瀬雅（常　磐） 47

49 森田　　亮（前　商）
大外車 袈裟固

19 高橋　雄大（勢　農） 50 木村　洋介（前　刑）

不戦勝 袈裟固

13 下田　耕大（井野整） 44 松嶋　凜拓（勢　農）
横四方固 不戦勝

14 岩本　　活（関学大） 45 小林　真之（前　東）
払腰 僅差

15 丸山　光輝（勢　農） 46 櫻井　健太（群綜ガ）

髙
橋

僅差 裏投

9 奈良　　侑（前　商） 40 佐藤　修斗（前　商）
僅差 僅差

10 齋藤　　祥（常　磐） 41 兵藤　太一（沼　田）
優勢 小内巻込

11 高橋　聖龍（沼　田） 42 新井　雅也（樹　徳）
上四方固 不戦勝

12 早乙女　崇（樹　徳） 43 宿野部瑠華（関学大）

不戦勝 僅差

5 廣橋  　響（前　商） 36 伊藤　亮介（勢　農）
内股 不戦勝

6 石原　竜汰（勢　農） 37 横沢　悠貴（前　商）
送襟絞 僅差

7 坂牧　俊哉（健大高） 38 湯本　晃希（渋　川）
内股 内股

8 栗田　光弘（渋　川） 39 木暮　勇人（常　磐）

平成２８年度　群馬県柔道段別選手権大会

1 高橋　憂貴（上武大）
初段の部

32 芝田　光紀（上武大）
三角絞 送襟絞

2 松本　拓斗（関学大） 33 渡邊　　励（健大高）
不戦勝 僅差

3 藤掛 　竜矢（樹　徳） 34 高橋　朋希（関学大）
僅差 背負投

4 新井　一舞（椛澤道） 35 ゴメスベルガラケビン（樹　徳）



第二試合場 第二試合場

合技

僅差 合技

柴田　義揮（井野整）
僅差 僅差

40 鳥居　輝平（上武大）

不戦勝

小山　祐太（上武大）

熊谷　光紀（井野整）

23 浅野　颯士（上武大） 48 小宮　　崚（上武大）
合技 不戦勝

体落 優勢

22 佐野　慶征（関学大） 47 堀江　周希（上武大）

24 安藤　翔太（群綜ガ） 49 玉城　盛翔（関学大）
大外刈

25 佐藤祐太郎（関学大）

20 寺井　友基（上武大） 45 小林　渓太（関学大）
合技 合技

21 山本　悠平（上武大） 46 綿貫　将也（上武大）

太田　　光（関学大）
17 鶴木　　巧（関学大）

僅差 縦四方固

18 米田　翔太（上武大） 42 松本　康佑（上武大）
小外掛 縦四方固

19 茅根　大聖（関学大） 44

不戦勝

15 菊田　征紀（関学大）
優勢 巴投

16 能嶋　光輝（上武大）
僅差 41

横四方固 棄権

12 岡村　直和（関学大） 37 石毛　宏明（関学大）
内股

13 向山　　巧（井野整） 袖釣込腰 大外刈 38 吉原　克紀（関学大）
不戦勝

14 澤田　圭祐（井野整） 39 大澤　孝晃（関学大）
僅差

11 野澤　巨光（上武大） 36 武井　　玄（関学大）
不戦勝

不戦勝 優勢

10 田中　和輝（関学大） 35 井上　優亮（上武大）

石
毛

6 細矢　裕也（前　刑） 31 綾部　大司（常　磐）
不戦勝 腕挫十字固

7 外谷　共基（関学大） 一本背負投 32 金井　優希（北渋支）
大外刈

8 岩田　佳樹（関学大） 33
僅差 僅差

9 浅井　慎吾（上武大） 34 持田　錬哉（関学大）

僅差 優勢

3 須賀　皓成（関学大） 28 安部　凌一（関学大）
優勢 横捨身投

4 水口　和夫（佐伊支） 29 深澤　優斗（関学大）
背負投 優勢

5 根岸　　諒（上武大） 30 菊地　　聖（上武大）
背負投 送足払

弐段の部
26 瀬戸　康太（井野整）

僅差 肩固

2 笠井　　雄（上武大） 27 山田　大貴（上武大）

1



第一試合場

第三試合場

倉堂　皓行（県　警）
裏投 大外刈

5 郡司　　明（県　警） 10 嘉山　貴之（県　警）

崩横四方固
1 根本　惇平（県　警） 6 小島　健矢（県　警）

四段の部
僅差

2 村上　貴洋（高崎支） 7 阿部　亜人（県　警）
反則勝

嘉山

3 野田　竜二（県　警） 大外刈 大外返 8 金井　佳介（県　警）
上四方固

僅差

4 梶原　哲誉（県　警） 9

4 佐々木正太郎（上武大）
横四方固

5 宮入　翔吾（群綜ガ）
僅差

6 塩沢　秀昭（井野整）
不戦勝

7 矢嶋　　俊（群綜ガ）

1 塩澤　栄皇（上武大）
参段の部

横四方固

2 野田　　元（県　警）
内股

3 箱田　　駿（群綜ガ） 僅差 矢嶋


