
令和４年1月15,16日

●　団体の部 福井県立武道館

福工大福井 高等学校 北　　陸 高等学校 鯖　　江 高等学校 敦賀気比 高等学校

敦　　賀 高等学校 北　　陸 高等学校

●　個人の部

階級 優　勝　 学校名 準優勝 学校名 三位 学校名 三位 学校名

かわもと  ゆきなが かわかみ  たかひろ やまだ  ひろき かねもと  けんせい

６０ｋｇ級 川元  幸長 （福井） 川上  空大 （武生） 山田  大貴 （福井） 金本  健生 （北陸）

しむら  あおい おおくら  はれる いそみち  かなと なかむら  さとき

６６ｋｇ級 志村  碧 （北陸） 大倉  陽心 （福井） 礒道  奏音 （敦賀） 中村  悟暉 （北陸）

きたえ  こうたろう たかはし  こたろう うえさか  まさと まつばら  ひさのり

７３ｋｇ級 北得  洸大朗 （福井） 髙橋  虎大郎 （敦賀） 上坂  政人 （北陸） 松原  尚範 （羽水）

つぇれんどぅらむ  だぐわどるじ むねひろ  たいが いそ  けいた はまもと  たくみ

８１ｋｇ級 ﾂｪﾚﾝﾄﾞｩﾗﾑ  ﾀﾞｸﾞﾜﾄﾞﾙｼﾞ （福井） 宗廣  泰河 （福井） 磯  恵汰 （福井） 濵本  拓海 （北陸）

おおたき  ともひろ とみなが  たくま かみぐち  たけはる かわえ  ひろ

無差別級 大瀧  智滉 （福井） 冨永  拓真 （福井） 上口  彪覇 （福井） 川江  宙 （福井）

ひらもと  ゆいな たかしま  みゆ #N/A #N/A

４８ｋｇ級 平本  結菜 （北陸） 髙島  心結 （科技）

にしじま  あい いがらし  りあ かわぐち  みづき わだ  なのは

５２ｋｇ級 西島  愛 （敦賀） 五十嵐  梨亜 （福井） 川口  みづき （北陸） 和田  奈乃葉 （敦賀）

つちだ  もえ えとう  かな いしばし  こはる きたばやし  ななは

５７ｋｇ級 土田  萌生 （敦賀） 江藤  加奈 （福井） 石橋  小春 （北陸） 北林  七葉 （羽水）

おおむら  のの やました  かずは なかい  さら #N/A

６３ｋｇ級 大村  望乃 （北陸） 山下  万葉 （敦賀） 中井  咲羅 （福井）

ますい  ひかり くろかわ  まや おおくぼ  かりん #N/A

無差別級 増井  ひかり （敦賀） 黒川  真弥 （福井） 大久保  夏梨 （三国）

三     位 三     位

女
子

男
子

令和３年度　福井県高等学校柔道選手権大会　　成績一覧　　　

高校男子

高校女子

　優   　 勝　 準  優  勝



●男子団体試合

5

4

0

3

1
1

0

4

鯖　　江 高等学校 2

福工大福井 高等学校 シード１ 1

羽　　水 高等学校 シード４ 3

北陸

福工大福井

不戦勝 鯖江

北　　陸 高等学校 シード２ 6

福工大福井

敦賀気比 高等学校 シード３ 4

敦賀気比

敦　　賀 高等学校 5

●女子団体試合

１ ２ ３ 順　位

１ 福工大福井 高等学校 - ○ ① - 1 1・ 0 ・ 0 棄権

２ 敦　　賀 高等学校 - ○ 2 - 0 1・ 0 ・ 0 1

３ 北　　陸 高等学校 △ 1 - ① △ 0 - 2 0・ 0 ・ 2 2

勝・分・負福工大福井 敦　　賀 北　　陸



１回戦

鯖　　江 高校 羽　　水 高校 敦賀気比 高校 敦　　賀 高校
大 大 ○

副 副 × ×

中 中 ○

次 次 ○

先 先 ○

準決勝
福井工大福井 高校 鯖　　江 高校 敦賀気比 高校 北　　陸 高校

大 ○ 大 ○

副 ○ 副 ○

中 ○ 中 ○

次 ○ 次 ○

先 ○ 先 ○

決勝
福井工大福井 高校 北　　陸 高校

大 ○

副 ○

中 ○

次 ○

先 × ×

礒道  奏音

宮崎  智颯 東  寛二 引分 小堀  翔大

●　男子団体試合内容

3 1

奥谷  悠斗 平佐  蒼太 合技

浅井  良 原  優太郎 支釣込足 髙橋  虎大郎

田中  翔 棄権 矢田  凜 合技 釜本  凌雅

小森  悠生 平木  汰一 不戦勝

真砂  康希

上口  彪覇 内股 浅井  良 東  寛二 合技 中村  悟暉

5 0 1 4
宗廣  泰河 合技 小森  悠生 平佐  蒼太 合技

大瀧  智滉 内股 宮崎  智颯 原  優太郎 合技 土山  鷲羽

ﾂｪﾚﾝﾄﾞｩﾗﾑ  ﾀﾞｸﾞﾜﾄﾞﾙｼﾞ 内股 田中  翔 矢田  凜 払腰 林  空良

冨永  拓真 大内刈 奥谷  悠斗 平木  汰一 大内刈 志村  碧

大瀧  智滉 大内刈 土山  鷲羽

4 0

冨永  拓真 合技 中村  悟暉

宗廣  泰河 送襟絞 志村  碧

ﾂｪﾚﾝﾄﾞｩﾗﾑ  ﾀﾞｸﾞﾜﾄﾞﾙｼﾞ 合技 真砂  康希

上口  彪覇 引分 林  空良



第一試合

敦　　賀 高校 北　　陸 高校

大 ○

中

先 × ×

第二試合 第三試合
福工大福井 高校 北　　陸 高校 敦　　賀 高校 福工大福井 高校

大 ○ 大

中 × × 中

先 Ⓚ 先

●　女子団体試合内容

土田  萌生 袈裟固 石橋  小春

2 0

山下  万葉 技有 大村  望乃

西島  愛 引分 平本  結菜

① 1

黒川　真弥 小外掛 石橋  小春 増井  ひかり

五十嵐　梨亜 僅差 平本  結菜 西島  愛

中井　咲羅 引分 大村  望乃 山下  万葉 棄権



●男子個人試合【６０kg級】

川上  空大 （武生）10

川上

合技 小堀

岩谷  航汰 （北陸）9
内股 川上

小堀  翔大 （敦賀）8
GS技有

川元

金本  健生 （北陸）6

一本背負投 金本

新屋  史月 （若狭）7

川元

中道  樹翔 （北陸）4

肩　車 山田

山田  大貴 （福井）5

技有

反則勝 川元

体　落 湯浅

釜本  凌雅 （敦賀）3 GS僅差

川元  幸長 （福井）1

湯浅  尚弥 （高志）2



●男子個人試合【６６kg級】

黒川  真之介（福井）9

志村

大倉  陽心 （福井）6

内股 大倉

堀井  拓人 （科技）7

僅差 大倉

中村  悟暉 （北陸）8

GS技有 中村

志村

礒道  奏音 （敦賀）4

技有 礒道

立花  康太 （北陸）5
GS背負落

技有 志村

内股 藤川

藤川  泰我 （福井）3 体　落

志村  碧 （北陸）1

榊  晄 （若狭）2



●男子個人試合【７３kg級】

岩見  悠叶 （福井）7

髙橋  虎大郎（敦賀）9

送襟絞 髙橋

英井  碧波 （鯖江）8

合技 髙橋

北得

松原  尚範 （羽水）6

技有 松原

北得

上坂  政人 （北陸）4

不戦勝 上坂

平木  汰一 （気比）5
僅差

払　腰 北得

不戦勝 奥谷

原田  稜介 （羽水）3 GS僅差

北得  洸大朗（福井）1

奥谷  悠斗 （鯖江）2



●男子個人試合【８１kg級】

宗廣

宗廣  泰河 （福井）11

田中

竹内  虎太朗（科技）10
払　腰

濵本

大外刈 濵本

GS小外掛

濵本  拓海 （北陸）8

払　腰 宗廣

田中  翔 （鯖江）9

合技

宮崎  智颯 （鯖江）7
大外刈

平佐  蒼太 （気比）6
ﾂｪﾚﾝﾄﾞｩﾗﾑ

ﾂｪﾚﾝﾄﾞｩﾗﾑ

原  優太郎 （気比）4

GS袈裟固 磯

磯  恵汰 （福井）5

小外掛 ﾂｪﾚﾝﾄﾞｩﾗﾑ

不戦勝 小林

小林  知生 （藤島）3 払　腰

ﾂｪﾚﾝﾄﾞｩﾗﾑ  ﾀﾞｸﾞﾜﾄﾞﾙｼ（゙福井）1

浅井  良 （鯖江）2



●男子個人試合【無差別級】

大瀧  智滉 （福井）20

岡田  勇気 （北陸）18

不戦勝 花木

花木  柚輝

GS僅差 ﾄﾞｩｶﾞﾙｽﾚﾝ

東  寛二 （気比）17

（羽水）19
合技 大瀧

内股

大瀧

ﾄﾞｩｶﾞﾙｽﾚﾝ  ﾊﾞｯﾄｻﾞﾔ（福井）16

大瀧

上口

真砂  康希 （北陸）14

GS技有 伊藤

伊藤  叶人 （福井）15

GS払腰

上口  彪覇 （福井）12
技有 上口

払　腰 上口

松本  渚蒼 （坂井）13 払　腰

冨永  拓真 （福井）10

GS僅差 大瀧

林  空良 （北陸）11

GS僅差 冨永

不戦勝 井上

井上  大空矢（福井）9
大　腰 冨永

矢田  凜 （気比）8

川江

土山  鷲羽 （北陸）4

技有 土山

花澤  真輝 （福井）5

冨永

島田  陽翔 （福井）6

小外刈 島田

技有

月田  好誠 （北陸）7

払巻込 川江

不戦勝 小森

小森  悠生 （鯖江）3
小外刈

川江  宙 （福井）1

齋藤  治 （羽水）2



●女子個人試合【４８kg級】

●女子個人試合【５２kg級】

●女子個人試合【５７kg級】

土田

江藤  加奈 （福井）3

合技 江藤

北林  七葉 （羽水）4

土田  萌生 （敦賀）1

土田

石橋  小春 （北陸）2

肩　固

一本背負投

西島

和田  奈乃葉 （敦賀）4

合技 五十嵐

五十嵐  梨亜 （福井）5

内股 西島

技有 川口

山岸  美結 （敦賀）3 技有

西島  愛 （敦賀）1

川口  みづき （北陸）2

平本

髙島  心結 （科技）2

平本  結菜 （北陸）1

袈裟固



●女子個人試合【６３kg級】

●女子個人試合【無差別級】

肩　固 増井

合技 増井

増井  ひかり （敦賀）3

黒川  真弥 （福井）1

大久保  夏梨 （三国）2

僅差 山下

山下  万葉 （敦賀）3

中井  咲羅 （福井）2

大村  望乃 （北陸）1

GS横捨身投 大村


