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平成29年度中信高等学校総合体育大会

柔道競技
期 日： 平成２９年 ５月１３日（土）

場 所： 松本市柔剣道場

開 場： ８時００分

審判会議： ９時００分

開会式 ： ９時３０分

①女子個人戦・全階級

②男女団体戦

③男子個人戦・全階級

競技規則及び競技方法

(1) 国際柔道連盟試合審判規定および、全国高体連柔道専門部申合せ事項による。

(2) 試合時間は団体・個人とも4分とする。

(3) 団体試合における「優勢勝ち」の判定基準は、「技あり」または「僅差」以上とする。なお、僅差は

「指導差が2以上」とする。個人試合及び団体試合代表戦における「優勢勝ち」の判定基準は、「技あり」

以上とする。得点差がない場合には、延長戦をゴールデンスコア方式(時間無制限)で行う。

(4) 出場校数、参加選手数によって競技方法を決定する。

県大会

・団体戦（男女とも校数制限なし。但し地区予選を経ること。）

・個人戦（男女各階級8位まで）

・参加料1名につき1000円

中信大会申し込みについて

① 認知書へは、A欄に個人戦出場階級を軽い階級から記入、B欄に個人戦出場階級校内シード順、C欄に団体、

D欄に段位を記入する。

② 身長、体重を記入すること。

＊注意事項＊
①オーダー提出(専門部受付)は開会式終了後直ちに提出すること。

・男子団体 選手5名(出場順) 補欠1名

・女子団体 選手3名(出場順) 補欠1名

②団体戦参加チームにおいては、試合当日までに掲示用オーダー票を提出すること。

（学校名：B５縦書き 選手名：B５縦の1/2縦書き）

③選手はゼッケンを必ず着用すること。

計量
・１３日（土）午前８：３０～９：００

男子 「上半身裸」、下は「短パン」とする。

女子 「上半身Tシャツ」、下は「短パン」とする。

県大会
・ 日程 ６月３日（土）男女団体戦、６月４日（日）男女個人戦

・ 会場 駒ケ根市武道館

県高体連(柔道) ホームページ http://judo-nagano.net/kenko/

中信高体連ホームページ http://www.ngn.-hssp.org/chusin/



平成２９年度　中信総合体育大会柔道競技会 平成２９年　５月１３日（土）

於　松本市柔剣道場

女子個人４８ｋｇ級 女子個人５２ｋｇ級

女子個人５７ｋｇ級 女子個人６３ｋｇ級

女子個人７０ｋｇ級

男子個人６０ｋｇ級

３位決定戦

1-11
1-1

1-4

1-12

1-7

1-6

1-2

1-5

1 山田　千尋 松商学園

1 西田　朱里 松商学園 1 小島　生吹 松商学園

2 中村　苑美 松商学園

1 百瀬　玲実 松商学園 1 柳　華空 松商学園

9 山本　紘生 松商学園

10 柳沢　新 松商学園

7 花岡　大地 松本工業

8 上條　天馬 松本第一

5 山田　一輝 松本工業

6 青沼　琉希 豊科

3 奥原　秀斗 松本工業

4 小島　優成 松商学園

1 熊谷　亘希 松本第一

2 清水　慧汰 松本第一

男子団体戦

1.松本第一 2.松本工業 3.松商学園 勝－敗

1 松本第一 ③ ①

2 松本工業 ②

3 松商学園

①　１－３　　　②　２－３　　　③　１－２

女子団体戦

順　位

松商学園



男子個人６６ｋｇ級

３位決定戦

男子個人７３ｋｇ級

氏名 学校

３位決定戦

男子個人８１ｋｇ級

氏名 学校

男子個人９０ｋｇ級

氏名 学校

３位決定戦

男子個人１００ｋｇ級 男子個人１００ｋｇ超級

1-14

1-15

1-10

1-9

2-1

2-8

2-9

2-3

2-2

2-11

2-7

2-6

2-5

2-10

2-4

2 小杉　進之亮 松本第一 2 藤原　天一 松本第一

1 塩原　瑛貴 松本第一 1 山下　雄都 松本第一

5 杉野　竜世 松本工業

6 宮譯　博輝 松本第一

3 内堀　太貴 松本第一

4 田邉　竣太郎 松本第一

1 水野　竜太郎 松商学園

2 中里　宇秀 松本第一

3 渡邉　俊介 松本第一

2 大月　将貴 松本第一
1-8

勝敗 順位

1 百瀬　敦也 松本第一
1-13 1-3

6 西田　拓未 松本第一

1 百瀬 2 大月 3 渡邉

4 木内　暁久 松本工業

5 栗田　拓実 松本工業

2 吉田　拓玄 松本工業

3 大江　達也 松本第一

9 大塚　翔斗 松本第一

1 中澤　将太 松本第一

7 森岡　琉我 松本工業

8 木船　峻健 松本深志

5 石田　幸也 松商学園

6 市川　夏輝 松商学園

3 酒井　彩斗 松商学園

4 半戸　大夢 松本第一

1 半戸　聖人 松本第一

2 角田　丈 松本第一
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