
男子個人の部 60kg級 (1)

1 五十嵐 健太･初 (桐蔭学園) 田澤 翔･初 (相洋) 20

2 横山 聖人･初 (武相) 野村 海月･初 (東海大学付属相模) 21

3 佐々木 夏樹･無 (県神奈川工) 菅野 隼太･無 (逗子開成) 22

4 露木 翔･初 (藤沢翔陵) 大島 尋夢･初 (立花学園) 23

5 石射 佑真･無 (県伊志田) 増田 匠･初 (横浜) 24

6 中戸川 颯真･初 (横浜) 望月 源太･初 (慶應義塾湘南藤沢) 25

7 久能 桐馬･初 (光明学園相模原) 井野 航希･初 (浅野) 26

8 岩佐 砂･無 (県鶴見総合) 井上 颯太･初 (県二宮) 27

9 齋藤 竜栄･無 (県平塚工科) 西郷 孝基･弐 (法政大学第二) 28

10 小松原 翔太･初 (県菅) 下條 琉･初 (県平塚工科) 29

11 浦郷 仁靖･初 (立花学園) 坂井 建斗･無 (光明学園相模原) 30

12 小松田 和海･無 (横浜創学館) 前川 慧･初 (浅野) 31

16 神部 斗憂麗･初 (武相) 澤井 甚吾･弐 (市川崎総合科学) 35

13 矢島 奏輝･初 (日本大学高) 内田 迅･初 (日本大学藤沢) 32

14 中野 竜希･初 (日本大学藤沢) 奥山 遥希･初 (武相) 33

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

神奈川県立武道館

令和3年5月8日(土)

19 松井 康平･無 (県茅ケ崎)

17 穴原 大暉･無 (浅野) 篠﨑 凌颯･初 (立花学園) 36

18 鈴木 銀河･初 (横浜) 山崎 芳仁･無 (県希望ヶ丘) 37

15 植村 幸輝･初 (湘南学院) 村上 太一･無 (横浜創学館) 34



58

41 臼田 大知･初 (浅野) 島村 和矢･初 (光明学園相模原) 60

38 久保 龍之介･初 (日本大学藤沢) 中嶋 真之介･無 (桐光学園) 57

40 片岡 拓真･無 (鎌倉学園) 羽原 皓大･無 (県菅) 59

39 本橋 遥輝･無 (横浜創学館) 稻葉 源太郎･初 (市桜丘)

43 越田 涼太･初 (立花学園) 尼ヶ塚 隼人･初 (東海大学付属相模) 62

42 門原 颯･初 (横浜) 白濱 雅希･初 (県鶴見総合) 61

45 戸田 晃貴･初 (桐蔭学園) 畠山 天地･初 (立花学園) 64

44 植村 翔輝･初 (湘南学院) 得平 龍之助･初 (横浜) 63

47 天生目 優真･無 (市川崎総合科学) 上野 琉斗･初 (武相) 66

46 須藤 雄祐･初 (逗子開成) 高寿 拓弥･無 (浅野) 65

49 鈴木 龍馬･初 (横浜) 今井 鉄也･初 (県平塚工科) 68

48 宮城 龍聖･初 (光明学園相模原) 井ノ上 敦也･無 (横浜創学館) 67

51 森 舜弥･初 (武相) 大門 天心･無 (県希望ヶ丘) 70

50 深見 寛･初 (浅野) 矢島 風輝･初 (鶴見大学附属) 69

大平 崇太･初 (相洋) 冨安 洸行･初 (湘南学院) 72

52 小澤 竜樹･初 (県伊志田) 三瓶 純志･初 (逗子開成) 71

男子個人の部 60kg級 (2)

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月8日(土)

神奈川県立武道館

56 金子 虎王･初 (県二宮) 加藤 大輔･初 (立花学園) 75

55 栗田 康佑･初 (藤嶺学園藤沢) 奥脇 悠叶･初 (相洋) 74

54 藤咲 陽成･無 (県希望ヶ丘) 金井 希空來･初 (武相) 73

53



佐藤 斗雄眞･初 (立花学園) 33

2 佐藤 龍之介･初 (武相) 村山 貴泰･初

1 服部 辰成･初 (東海大学付属相模)

35

4 橋本 雅史･初 (横浜創学館) 宮地 悠斗･初 (横浜) 36

(湘南学院) 34

3 微笑 弦汰･無 (桐蔭学園) 古都 全･初 (相洋)

鈴木 覇･初 (桐蔭学園) 37

6 粟村 耕作･無 (市高津) 川口 晴基･初

5 石渡 寛太･初 (湘南学院)

39

8 児島 覇喜･初 (立花学園) 塩谷 幸祐･初 (光明学園相模原) 40

(県厚木) 38

7 光橋 慶太･初 (日本大学高) 杉山 琉人･初 (武相)

坪井 龍次郎･初 (相洋) 41

10 星 優羽･初 (慶應義塾湘南藤沢) 松浦 泰然･無

9 大塚 海斗･初 (市桜丘)

43

12 舟橋 慈温･初 (横浜) 山田 崚太･初 (市高津) 44

(東海大学付属相模) 42

11 坂 輝月･無 (県平塚工科) 畠山 悠青･初 (日本大学藤沢)

前山 慶･初 (武相) 45

14 村井 絋武･初 (浅野) 窪嶋 勇心･初

13 幸野 飛我･初 (立花学園)

47

16 部奈 誠士･無 (逗子開成) 西山 倖生･初 (桐蔭学園) 48

(藤嶺学園藤沢) 46

15 中村 帆希･初 (相洋) 関 海之亮･初 (県横須賀南)

本田 和也･初 (横浜) 49

18 峯岸 樹･無 (県神奈川工) 佐藤 裕翔･初

17 井上 航･初 (相洋)

51

20 清田 陸斗･初 (立花学園) 石田 温斗･初 (桐蔭学園) 52

(市川崎総合科学) 50

19 山下 怜斗･初 (横浜) 小原 悠希･無 (慶應義塾)

三川 匠･無 (逗子開成) 53

22 鈴木 博之･初 (浅野) 松島 祐人･初

21 櫻井 智大･初 (光明学園相模原)

55

24 山元 惇暉･初 (慶應義塾) 鈴野 隼都･初 (立花学園) 56

(武相) 54

23 作田 成駿･初 (県伊志田) 木下 魁人･初 (浅野)

(横浜創学館) 58

27 福田 匠･無 (市川崎総合科学) 柳瀬 太玖･初 (立花学園)

吉田 琉也･初 (横浜) 57

26 秋田 善斗･初 (武相) 赤川 陽太･無

25 森 慎乃介･初 (桐蔭学園)

今野 洋一･初

29 小泉 彩人･初 (日本大学藤沢)

59

28 佐々木 健瑠･初 (鎌倉学園) 浦和 寛斗･初 (光明学園相模原) 60

男子個人の部 66kg級

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月8日(土)

神奈川県立武道館

63

32 小泉 藍生･弐 (県希望ヶ丘) 氏家 真慧･初 (日本大学高) 64

(相洋) 62

31 相河 凛音･初 (市高津) 井出 晴元･無 (慶應義塾湘南藤沢)

坂井 公耀･初 (県茅ケ崎) 61

30 大澤 晴翔･初 (横浜)



1 平野 蒼空･初 (桐蔭学園) 高山 愛斗･弐 (法政大学第二) 20

男子個人の部 73kg級 (1)

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月9日(日)

神奈川県立武道館

3 土川 将克･初 (慶應義塾) 小島 周･初 (慶應義塾湘南藤沢) 22

2 中村 凛太郎･初 (慶應義塾湘南藤沢) 杉山 寛征･無 (逗子開成) 21

5 原谷 颯汰･無 (県神奈川工) 齋藤 陸方･初 (桐光学園) 24

4 柳 五郎アントニー･初 (横浜) 酒井 燦･初 (立花学園) 23

7 八代 央人･初 (日本大学高) 中澤 湊･初 (横浜) 26

6 代 士金･弐 (藤沢翔陵) 鈴木 紳太郎･初 (桐蔭学園中等教育) 25

9 乳井 優身･初 (光明学園相模原) 山本 一磨･初 (藤沢翔陵) 28

8 榎本 祐樹･初 (浅野) 守屋 利浩･無 (横浜創学館) 27

11 山田 譲･初 (武相) 尾上 大斗･初 (桐蔭学園) 30

10 木原 慧登･無 (東海大学付属相模) 入道 隼人･初 (慶應義塾) 29

13 久能 秀馬･初 (光明学園相模原) 岡山 善星･初 (日本大学高) 32

12 江畑 息吹･初 (相洋) 矢田 隆太郎･初 (相洋) 31

15 小澤 寿久･初 (日本大学高) 松島 蓮斗･初 (横浜) 34

14 高畑 友輝･初 (日本大学藤沢) 川上 健･初 (浅野) 33

17 茂木 勇希人･初 (藤嶺学園藤沢) 中西 堯久･無 (市高津) 36

16 大和 呼人･初 (県横須賀南) 菊池 零我･初 (光明学園相模原) 35

19 衛藤 祥平･初 (立花学園)

18 伊藤 悠･初 (藤沢翔陵) 小泉 孝介･初 (東海大学付属相模) 37



安藤 吉平･初 (桐蔭学園) 56

39 石黒 壱悟･初 (光明学園相模原) 脇坂 奨･初

38 朝飛 太陽･初 (東海大学付属相模)

58

41 中島 佐助･初 (藤沢翔陵) 本多 海空斗･初 (相洋) 59

(県横須賀南) 57

40 樋田 心吾･弐 (桐光学園) 浅野 響清･初 (武相)

梅村 繁･初 (立花学園) 60

43 志村 祐太郎･初 (日本大学高) 野間 厚丞･初

42 三枝 篤実･初 (逗子開成)

62

45 中野 和真･初 (日本大学藤沢) 小林 英路･初 (藤沢翔陵) 63

(麻布大学附属) 61

44 鎌田 修司･無 (県神奈川工) 上原 知也･初 (浅野)

南 公輝･初 (県平塚工科) 64

47 益子 銀次･初 (横浜) 冨田 凜･初

46 守屋 伸浩･無 (横浜創学館)

66

49 三保谷 新･初 (相洋) 堀江 拓斗･初 (光明学園相模原) 67

(県茅ケ崎) 65

48 本吉 嵩琉･初 (東海大学付属相模) 有賀 友哉･初 (立花学園)

笠井 拓見･初 (日本大学高) 68

51 稲本 崚凱･初 (立花学園) 山本 音緒･無

50 菅井 悠平･初 (慶應義塾湘南藤沢)

(横浜) 71

(市高津) 69

52 佐々木 静那･無 (武相) 安藤 優夏･初 (県希望ヶ丘)

令和3年5月9日(日)

神奈川県立武道館

男子個人の部 73kg級 (2)

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

(逗子開成) 73

滝本 大翔･初 (東海大学付属相模) 74

真田 康志郎･初 (慶應義塾) 72

55 後藤 飛聖･初 (日本大学高) 橋口 駿･無

54 河野 晃大･初 (藤沢翔陵)

70

53 馬渕 佳威･無 (市桜丘) 瀧本 隆斗･初



上田 航大･初 (桐蔭学園) 24

2 田野 心大･初 (市高津) 勝畑 貴裕･無

1 天野 開斗･初 (東海大学付属相模)

26

4 坪根 武志･初 (桐蔭学園) 福井 雄士･初 (光明学園相模原) 27

(逗子開成) 25

3 鈴木 那琉･無 (横浜創学館) 牧野 新大･初 (日本大学高)

工藤 太陽･無 (東海大学付属相模) 28

6
カンポス金城 マ
サタダニコラス･
初

(相洋) 三谷 悠斗･初

5 橋本 卓典･無 (逗子開成)

30

8 有島 理桜･初 (山手学院) 秋田 ディオゴ･初 (立花学園) 31

(日本大学藤沢) 29

7 寺島 新太･初 (県茅ケ崎) 西澤 快･無 (藤沢翔陵)

関野 竜二郎･初 (相洋) 32

10 戸叶 真和･初 (日本大学高) 安齋 優太･初

9 阿久澤 咲･初 (横浜)

34

12 清水 一寛･初 (藤嶺学園藤沢) 不動 龍之介･初 (桐光学園) 35

(横浜) 33

11 リーマン マシュー･無 (県鶴見総合) 廣瀬 春希･初 (桐蔭学園中等教育)

佐藤 朋耶･初 (日本大学高) 36

14 高橋 一徳･無 (武相) 髙橋 颯海･初

13 田川 雅樹･初 (浅野)

38

16 千葉 玄徳･初 (日本大学藤沢) 竹野 雅崇･初 (横浜創学館) 39

(武相) 37

15 武内 忍苑･初 (横浜) 根岸 大河･初 (桐蔭学園)

角田 日向･初 (藤嶺学園藤沢) 40

18 中見 岳･無 (東海大学付属相模) 林 俊博･初

17 石畠 大誠･初 (慶應義塾)

(法政大学第二)

42

20 光武 汰良･初 (光明学園相模原) 則政 大和･無 (慶應義塾) 43

(浅野) 41

19 瀧口 新之助･無 (慶應義塾湘南藤沢) 永田 弘次郎･無 (県横須賀南)

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月9日(日)

神奈川県立武道館

46

柿木 拓磨･初 (東海大学付属相模) 47

男子個人の部 81kg級

(光明学園相模原) 45

23 田所 大和･初 (立花学園) 伊澤 一登･初 (横浜)

寺田 輝･無 (横浜学園) 44

22 木村 崇人･初 (日本大学高) 富田 来輝･初

21 福田 太一･初



(東海大学付属相模) 12

2 下田 和壽･初 (横浜) 杉本 善･無 (県神奈川工) 13

1 多田隈 隆汰･初 (東海大学付属相模) 上田 夏也人･初

(湘南学院) 14

4 前堂 流成･初 (武相) 野澤 孔･初 (桐蔭学園) 15

3 平本 悠真･無 (逗子開成) 横田 空･初

(横浜) 16

6 瀧澤 顕志郎･無 (東海大学付属相模) 三浦 秀太郎･初 (逗子開成) 17

5 和田 凱斗･初 (市川崎総合科学) 五十嵐 丈･初

(市川崎総合科学) 18

8 山野井 翔一･初 (日本大学藤沢) 佐竹 誠矢･初 (武相) 19

7 平井 香月･初 (横浜) 脇谷 悠叶･無

(桐蔭学園) 21

9 桃井 稔世･無 (逗子開成) 溝呂木 省吾･初

(東海大学付属相模) 22

男子個人の部 90kg級

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月9日(日)

神奈川県立武道館

11 渡辺 賢･初 (桐蔭学園) 増田 彪冴･初

(光明学園相模原) 20

10 堂園 悠月･無 (県神奈川工) 芹澤 寛太･初



(立花学園) 14

2 永塚 誠也･初 (日本大学高) 杉山 慶伍･初 (桐光学園) 15

1 金子 竜士･初 (東海大学付属相模) 髙森 遼河･初

(日本大学藤沢) 16

4 須藤 龍一･初 (桐蔭学園) 菅野 一成･初 (武相) 17

3 宍戸 真寛･無 (武相) 葉山 幸昌･初

(桐蔭学園) 18

6 榎田 昇太郎･初 (藤沢翔陵) 一見 昂輝･初 (県茅ケ崎) 19

5 山森 遼河･弐 (県横須賀南) 内田 翔吏･初

(法政大学第二) 20

8 金田 大翔･初 (光明学園相模原) 青木 大悟･初 (湘南学院) 21

7 三橋 礼･初 (山手学院) 冨山 大輝･初

(相洋) 22

10 緒方 凱斗･初 (藤嶺学園藤沢) 中江田 友太･初 (武相) 23

9 井上 雅幸･無 (武相) 岡 健･初

(逗子開成) 25

11 藤原 明空･初 (立花学園) 緒方 寛明･初

(桐蔭学園) 26

男子個人の部100kg級

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月9日(日)

神奈川県立武道館

13 石村 勇人･初 (慶應義塾湘南藤沢) 佐藤 琉絢･初

(東海大学付属相模) 24

12 山本 涼･無 (県茅ケ崎) 佐藤 将太郎･無



(桐蔭学園) 26

男子個人の部100kg超級

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月8日(土)

神奈川県立武道館

13 尼田 光志朗･初 (東海大学付属相模) 千野根 玄貴･初

(東海大学付属相模) 24

12 福田 隼大･初 (市川崎総合科学) 野崎 稜真･初 (立花学園) 25

11 岩下 太郎･初 (藤嶺学園藤沢) 杉本 明豊･初

(東海大学付属相模) 22

10 藤平 力斗･初 (桐蔭学園) 福元 望洋･無 (県平塚工科) 23

9 佐藤 黎汰･初 (湘南学院) 早川 凱心･初

(武相) 20

8 内田 大翔･初 (横浜) 岡本 龍二･初 (県希望ヶ丘) 21

7 今井 公平･初 (桐蔭学園) 上村 雄貴･初

(浅野) 18

6 竹内 友哉･初 (横浜創学館) 北嶋 滉樹･初 (光明学園相模原) 19

5 今城 拓己･初 (日本大学高) 澤田 一貴･初

(立花学園) 16

4 表野 銀次･初 (東海大学付属相模) 出口 栄吉･初 (県横須賀南) 17

3 髙橋 諒真･初 (立花学園) 谷川 柊斗･初

(東海大学付属相模) 14

2 高瀬 暖人･初 (藤沢翔陵) 井上 勇希･初 (日本大学藤沢) 15

1 金杉 元太･初 (東海大学付属相模) 手塚 春太朗･無



女子個人の部48kg級

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月15日(土)

鎌倉武道館

(横須賀学院) 10

2 中山 瑠香･初 (湘南学院) 宮川 真維･初 (立花学園) 11

1 濵口 結実･初 (三浦学苑) 藤島 歩未･初

(湘南学院) 12

4 辛島 紅蘭･初 (日本大学藤沢) 伊與田 ねね･初 (日本大学藤沢) 13

3 島田 栞那･初 (横須賀学院) 樫尾 恵美香･初

(日本大学高) 14

6 髙橋 杏奈･初 (三浦学苑) 関根 萌々美･初 (白鵬女子) 15

5 半田 ひより･初 (県伊志田) 阿部 みうな･無

9 佐藤 颯姫･初 (横須賀学院)

(県厚木) 16

8 鈴木 朝子･初 (横浜創学館) 高 さくら･初 (三浦学苑) 17

7 塩谷 杏･初 (湘南学院) 今井 優里蘭･無



女子個人の部52kg級

全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月15日(土)

鎌倉武道館

(横須賀学院) 8

2 清水 ひなた･無 (白鵬女子) 高橋 歩夢･弐 (法政大学第二) 9

1 舩山 葵音･初 (桐蔭学園) 三上 永愛･初

(光明学園相模原) 10

4 宮﨑 喜久･初 (光明学園相模原) 長谷川 愛海･初 (横須賀学院) 11

3 福元 稲穂･初 (横須賀学院) 塩田 愛純･初

7 井桁 美優･初 (日本大学藤沢)

(相洋) 12

6 松井 愛子･初 (法政大学第二) 小宮山 美佳･初 (三浦学苑) 13

5 和田 昇子･初 (県横須賀南) 鰻田 愛菜美･初



全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月15日(土)

鎌倉武道館

女子個人の部57kg級

(相洋) 8

2 齋藤 生咲･初 (相洋) 志鎌 おと音･無 (法政大学第二) 9

1 江口 凜･弐 (桐蔭学園) 勝俣 優心･初

(光明学園相模原) 10

4 栗原 真優･初 (桐蔭学園) 中村 彩夏･初 (桐蔭学園) 11

3 山本 心愛･初 (湘南学院) 桃園 愛華･初

(白鵬女子)

(山手学院)

12

6 郷右近 侑寿･無 (白鵬女子) 田中 美羽･弐 (横浜創学館) 13

5 青木 美香･初 (横須賀学院) 荒井 奈々美･無

14

青木 心音･初 (横須賀学院) 15

7 並木 千夏･弐 (光明学園相模原) 井上 瑛惠･無



全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月15日(土)

鎌倉武道館

女子個人の部63kg級

(桐蔭学園) 8

2 落合 渚･初 (湘南学院) 佐々木 冴来･初 (相洋) 9

1 上野 明日香･初 (桐蔭学園) 山出 愛実･初

(横浜) 10

4 渡邉 風･初 (横須賀学院) 堺谷 真桜･初 (白鵬女子) 11

3 佐藤 美夢･初 (光明学園相模原) ニャン アワ･初

7 中村 弘実･弐 (相洋)

(日本大学藤沢) 12

6 太田 有美･無 (法政大学第二) 笹原 芽依･初 (横須賀学院) 13

5 川﨑 桃･無 (白鵬女子) 荒井 ジュリエット･無



全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月15日(土)

鎌倉武道館

女子個人の部70kg級

(横須賀学院) 6

2 間瀬 なな子･初 (相洋) 村上 舞羽･初 (光明学園相模原) 7

1 星野 七虹･初 (桐蔭学園) 井上 桜･初

5 濵名 杏子･初 (横須賀学院)

(白鵬女子) 8

4 林 優里･初 (光明学園相模原) 横山 七海･初 (横須賀学院) 9

3 田嶋 佳那瑠･無 (白鵬女子) 小宮 愛梨･初



全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月15日(土)

鎌倉武道館

女子個人の部78kg級

1 熊谷 純花･初 (三浦学苑)

2 木下 聖音･初 (横須賀学院)

3 高橋 夏鈴･初 (日本大学藤沢)

4 千葉 むつみ･初 (横須賀学院)



全国総合体育大会 柔道競技大会 県予選会

令和3年5月15日(土)

鎌倉武道館

女子個人の部78kg超級

(横浜学園)

(白鵬女子)

4

2 佐藤 里沙･初 (横浜創学館) 林 奈和美･初 (湘南学院) 5

1 酒井 梨里花･初 (横須賀学院) 天野 友莉子･初

6

須藤 舞･初 (日本大学藤沢) 7

3 南 瞳･無 (白鵬女子) 杉山 寧音･初


