
1位 2位 3位 3位
桜丘 愛産大三河 愛産大三河 愛産大三河 桜丘 愛産大三河 愛産大三河 愛産大三河

原田 真鳳 竹下 博忠 栗田 真社 鹿野 天斗 原田 真鳳 竹下 博忠 栗田 真社 鹿野 天斗

桜丘 桜丘 桜丘 碧南 桜丘 桜丘 桜丘 碧南

太田隆介 北川慧 古賀　飛向 永坂 勇樹 太田隆介 北川慧 古賀　飛向 永坂 勇樹

桜丘 三好 愛産大三河 桜丘 桜丘 三好 愛産大三河 桜丘

白根 優斗 加藤 陸人 岩尾 直輝 植村 日向太 白根 優斗 加藤 陸人 岩尾 直輝 植村 日向太

桜丘 桜丘 愛産大三河 豊川工業 桜丘 桜丘 愛産大三河 豊川工業

矢島 奏 横井 将虎 時田 マイキ 村松 和典 矢島 奏 横井 将虎 時田 マイキ 村松 和典

桜丘 桜丘 桜丘 愛産大三河 桜丘 愛産大三河 桜丘 愛産大三河

原田 優大 古橋 優真 八木 陽向 大城 善雅 笠井 雄太 井部 力太 原田 優大 山口 倫

愛産大三河 刈谷工業 岡崎工業 ―

0 井部 力太 西尾 和樹 岩瀬 善則 ―

桜丘 愛産大三河 一色 碧南工業 1位 2位 3位 3位
笠井 雄太 山口 倫 池田 崇光 中島 悠希 桜丘 三好 愛産大三河 西尾

村松 千智 栗田 もえ 黒木 悠里 永田 暖奈

愛産大三河 三好 桜丘 ―

渡辺 かのん 空谷 楓 植村 杏奈 ―

桜丘 三好 愛産大三河 西尾 愛産大三河 西尾 一色 桜丘

村松 千智 栗田 もえ 黒木 悠里 永田 暖奈 佐藤 奏美 井上 柔 榊原 共笑 ヤマネ ネシャ

愛産大三河 三好 桜丘 ― 桜丘 一色 豊橋中央 桜丘

渡辺 かのん 空谷 楓 植村 杏奈 ― 野口 瑚々実 山下 望叶 植田 さくら 倉地 こころ

愛産大三河 西尾 一色 桜丘 桜丘 桜丘 三好 豊橋中央

佐藤 奏美 井上 柔 榊原 共笑 ヤマネ ネシャ 小椋 遥海 柘植 あおい 洲崎 真奈 平倉 百葉

桜丘 一色 豊橋中央 桜丘

野口 瑚々実 山下 望叶 植田 さくら 倉地 こころ

桜丘 三好 愛産大三河 ―

柘植 あおい 洲崎 真奈 榊原 美月 ―

桜丘 桜丘 ― ―

小椋 遥海 城所 礼華 ― ―

豊橋中央 ― ― ―

平倉 百葉 ― ― ―

-48kg -57kg

-52kg -63kg

+78kg

-57kg 無差別

-63kg

-70kg

-78kg

-81kg -81kg

-90kg 無差別

女子個人 -52kg
優勝 2位 3位 3位

-100kg
女子

+100kg

-48kg

-66kg -66kg

-73kg -73kg

-60kg

優勝 2位 3位 3位

-60kg

男子個人 男子

試合結果報告書
報告責任者:高体連柔道部東三河三河支部支部長　　笹瀬 貴司

第71回全三河高等学校体重別柔道大会
1. 日　　　時　　令和2年11月15日(日) 午前10:00
2. 会　　　場　　蒲郡市武道館　柔道場
3. 主　　　催　　愛知県高等学校体育連盟東西三河支部柔道部

県大会新人戦各階級シード順位

1月に行われる県大会新人戦の各階級シード順位は以下の通りである。


