
国民体育大会 少年男子の部 県予選会

令和4年6月25日(土)

神奈川県立武道館

先鋒の部 (1)

1 戸田 晃貴･初 (桐蔭学園) 島村 和矢･初 (光明学園相模原) 19
Ａ
戸
田

Ｂ
内
田2 片岡 拓真･初 (鎌倉学園) 浦郷 仁靖･初 (立花学園) 20

3 山下 怜斗･初 (横浜) 矢島 奏輝･初 (日本大学高) 21

4 中村 陽登･初 (県相模原弥栄) 杉山 陸久和･初 (日本大学藤沢) 22

5 森 虎太郎･初 (東海大学付属相模) 西山 雄大･初 (東海大学付属相模) 23

6 宮城 龍聖･初 (光明学園相模原) 岩佐 砂･初 (県鶴見総合) 24

7 川﨑 楓太･初 (相洋) 増田 歩･無 (藤嶺学園藤沢) 25

8 中野 竜希･初 (日本大学藤沢) 真田 優誠･初 (慶應義塾) 26

Ａ
9 上野 悠斗･初 (武相) 小原 瑞己･初 (浅野) 27

10 小玉 柊人･初 (横浜創学館) 大平 崇大･初 (相洋) 28

11 藤山 右陸･無 (県鶴見総合) 藤島 勇飛･初 (立花学園) 29

12 高屋 健伸･無 (市桜丘) 平松 天･初 (光明学園相模原) 30

13 織戸 雅喜･無 (県藤沢工科) 青山 堅太郎･初 (県希望ヶ丘) 31

14 諏訪 倖大･初 (横浜) 高寿 拓弥･初 (浅野) 32

15 前川 慧･初 (浅野) 須藤 雄祐･弐 (逗子開成) 33

16 平瀬 永喜･初 (立花学園) 佐藤 龍之介･初 (武相) 34

17 後藤 一誠･初 (藤嶺学園藤沢) 今野 陽生･初 (横浜創学館) 35

18 金井 希空來･初 (武相) 得平 龍之介･初 (横浜) 36



国民体育大会 少年男子の部 県予選会

令和4年6月25日(土)

神奈川県立武道館

先鋒の部 (2)

37 横山 聖人･初 (武相) 高橋 大地･初 (県舞岡) 55

38 鈴木 銀河･初 (横浜) 三瓶 純志･初 (逗子開成) 56

39 篠崎 凌颯･初 (立花学園) 井上 陽太･初 (立花学園) 57

40 鈴木 拓実･無 (県鶴見総合) 内田 迅･初 (日本大学藤沢) 58

41 菅野 隼太･初 (逗子開成) 熊野 蓮･初 (横浜) 59

42 穴原 大暉･初 (浅野) 栗田 康佑･初 (藤嶺学園藤沢) 60

43 中村 逢太郎･初 (桐蔭学園) 神部 斗憂麗･初 (武相) 61

44 鈴木 陵太郎･初 (桐蔭学園中等教育学校) 木村 悠希･無 (県相模原中等教育) 62

Ｂ
45 小松田 和海･無 (横浜創学館) 尼ヶ塚 隼人･初 (東海大学付属相模) 63

46 稻葉 源太郎･初 (市桜丘) 関 海之亮･初 (県横須賀南) 64

47 畔栁 朔･初 (藤嶺学園藤沢) 小沼 拓夢･初 (浅野) 65

48 中山 健心･初 (浅野) 白瀬 瑠唯･初 (東海大学付属相模) 66

49 大関 樟汰･初 (日本大学藤沢) 白濱 雅希･初 (県鶴見総合) 67

50 田澤 翔･初 (相洋) 奥山 遥希･初 (武相) 68

51 岡本 歩巳･無 (光明学園相模原) 本橋 遥輝･初 (横浜創学館) 69

52 岡部 翼･無 (県希望ヶ丘) 草野 龍之介･初 (立花学園) 70

53 山下 大樹･初 (横浜) 鮎澤 哲徳･無 (県平塚工科) 71

54 野村 海月･初 (東海大学付属相模) 久能 桐馬･初 (光明学園相模原) 72
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令和4年6月25日(土)

神奈川県立武道館

次鋒の部 (1)

(県鶴見総合)

1 木原 慧登･初 (東海大学付属相模) 西山 倖生･弐 (桐蔭学園) 26
Ａ
服
部

Ｂ
真
田2 守屋 利浩･初 (横浜創学館) 田野 心大･初 (市高津) 27

3 佐々木 健瑠･初 (鎌倉学園) 濵田 明快･初 (藤嶺学園藤沢) 28

4 清田 陸斗･初 (立花学園) 間野 皓･初 (日本大学藤沢) 29

5 高畑 友輝･初 (日本大学藤沢) 西之原 剛･初 (県舞岡) 30

6 山元 惇暉･初 (慶應義塾) 林 卓磨･初 (逗子開成) 31

7 石黒 壱悟･初 (光明学園相模原) 岡山 善星･初 (日本大学高) 32

8 中村 柔登･初 (相洋) 五十嵐 大虎･初 (武相) 33

9 剱持 正直･初 (柏木学園) 竹野 雅崇･初 (横浜創学館) 34

10 河野 晃大･初 (藤沢翔陵) 櫻井 智大･初 (光明学園相模原) 35

11 坂 輝月･無 (県平塚工科) 稲本 崚凱･初 (立花学園) 36

12 諸山 来輝･初 (市川崎総合科学) Ａ 大塚 海斗･初 (市桜丘) 37

13 木下 魁人･初 (浅野) 服部 辰成･初 (東海大学付属相模) 38

14 石田 温斗･初 (桐蔭学園) 佐々木 静那･初 (武相) 39

15 露木 翔･初 (藤沢翔陵) 大澤 晴翔･初 (横浜) 40

16 吉田 琉也･初 (横浜) 矢田 隆太朗･初 (相洋) 41

17 山田 大河・初 (日本大学高) 根本 恵寿･初 (日本大学藤沢) 42

18 イケ・マイケル (県鶴見総合) 石渡 壮堅･初 (東海大学付属相模) 43

19 幸野 飛我･初 (立花学園) 長田 充功･初 (桐蔭学園中等教育学校) 44

20 菊池 零我･初 (光明学園相模原) 浅田 優･初 (浅野) 45

21 三川 匠･無 (逗子開成) 小寺 隼人･初 (県藤沢工科) 46

22 渡邉 剛･無 (県相模田名) 赤川 陽太･無 (横浜創学館) 47

23 井上 恵一朗･初 (浅野) 伊藤 悠･初 (藤沢翔陵) 48

24 矢田 壮史朗･初 (相洋) 光橋 慶太･初 (日本大学高) 49

25 松島 唯斗･初 (武相) 杉山 寛征･無 (逗子開成) 50

貝瀬 悠翔・初 (桐蔭学園) 51
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神奈川県立武道館

次鋒の部 (2)

52 野中 海心･初 (桐蔭学園) 江畑 息吹･初 (相洋) 77

53 塩月 将太･初 (藤沢翔陵) 浦和 寛斗・初 (光明学園相模原) 78

54 松島 蓮斗･初 (横浜) 大柿 将馬･初 (東海大学付属相模) 79

55 戸叶 真和･初 (日本大学高) 橋本 雅史･弐 (横浜創学館) 80

56 中野 和真･初 (日本大学藤沢) 中澤 湊･初 (横浜) 81

57 脇坂 奨･初 (県横須賀南) 川口 晴基･初 (県厚木) 82

58 井上 航･弐 (相洋) 鈴木 大智･初 (日本大学高) 83

59 小泉 藍生･弐 (県希望ヶ丘) 加賀谷 葵･初 (藤沢翔陵) 84

60 田所 永伎･初 (立花学園) 鹿島 時生･初 (市桜丘) 85

61 横内 三旺･初 (武相) 橋口 駿･初 (逗子開成) 86

62 部奈 誠士･初 (逗子開成) 今井 鉄也･初 (県平塚工科) 87

63 守屋 伸浩･初 (横浜創学館) Ｂ 吉見 駿吾・初 (武相) 88

64 井出 晴元･初 (慶應義塾湘南藤沢高等部) 柳瀬 太玖･初 (立花学園) 89

65 松浦 泰然･初 (東海大学付属相模) 粟田 竜生･初 (藤嶺学園藤沢) 90

66 鈴木 昌･初 (柏木学園) 佐藤 翔冴･初 (藤沢翔陵) 91

67 西村 翔･初 (浅野) 中村 帆希･初 (相洋) 92

68 木村 崇人･初 (日本大学高) 鈴木 那琉･初 (横浜創学館) 93

69 鈴木 覇･初 (桐蔭学園) 紀本 耀介･初 (浅野) 94

70 山田 譲･初 (武相) 久能 秀馬･初 (光明学園相模原) 95

71 尾上 優朔･初 (関東学院) 天田 朝陽･初 (逗子開成) 96

72 堀江 拓斗･初 (光明学園相模原) 畠山 悠青･初 (日本大学藤沢) 97

73 酒井 燦･初 (立花学園) 本吉 嵩琉･初 (東海大学付属相模) 98

76 真田 康志郎･初 (慶應義塾) 森 慎乃介･弐 (桐蔭学園) 101

74 窪嶋 勇心･初 (藤嶺学園藤沢) 星 健太･初 (県鶴見総合) 99

75 佐藤 裕翔･初 (市川崎総合科学) 古旗 慈章･初 (県藤沢総合) 100
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令和4年6月25日(土)

神奈川県立武道館

中堅の部

1 野澤 貴哉・初 (東海大学付属相模) 下田 和壽･初 (横浜) 33

2 根岸 大河･初 (桐蔭学園) 後藤 大賀･初 (相洋) 34

3 瀧口 新之助･初 (慶應義塾湘南藤沢高等部) 三浦 悠月･無 (逗子開成) 35

4 羽染 陽人･初 (武相) 棟方 翔月･初 (県鶴見総合) 36

5 桃井 稔世･初 (逗子開成) 中島 佐介･初 (藤沢翔陵) 37

6 川﨑 晃成･初 (藤嶺学園藤沢) 木田 颯･初 (県相模原中等教育) 38

7 足立 将斗･初 (立花学園) 石塚 恭太･初 (県平塚工科) 39

8 加藤 大生･無 (県鶴見総合) 田川 雅樹･初 (浅野) 40

9 工藤 太陽･初 (東海大学付属相模) 小泉 孝介･初 (東海大学付属相模) 41

10 林 俊博･初 (浅野) 牧野 新大･初 (日本大学高) 42

11 田所 大和･初 (立花学園) 藤原 明空･初 (立花学園) 43

12 脇谷 悠叶･初 (市川崎総合科学) 石畠 大誠･弐 (慶應義塾) 44

13 豊留 駿･初 (藤沢翔陵) 髙橋 颯海･初 (武相) 45

14 山田 大志郎･初 (慶應義塾) 林 隆希･無 (県相模田名) 46

15 石原 京乃介･初 (県舞岡) 有島 理桜･初 (山手学院) 47

16 武内 忍苑･初 (横浜) 芹澤 寛太･初 (桐蔭学園) 48

17 野澤 孔･初 (桐蔭学園) 長塚 空治郎･初 (立花学園) 49

18 横田 朋幸･初 (光明学園相模原) 柿木 拓磨･初 (東海大学付属相模) 50

19 佐竹 誠矢･初 (武相) 柴田 和志･初 (慶應義塾) 51

20 千葉 玄徳･初 (日本大学藤沢) 西澤 快･初 (藤沢翔陵) 52

21 榎本 祐樹･初 (浅野) 光武 汰良･初 (光明学園相模原) 53

22 大瀧 颯･初 (県藤沢工科) 桑野 佑磨･無 (逗子開成) 54

23 関野 竜二郎･弐 (相洋) 和田 凱斗･初 (市川崎総合科学) 55

24 ナコスティン 王未土･初 (東海大学付属相模) 坪根 武志･弐 (桐蔭学園) 56

25 安部 悠･無 (藤沢翔陵) 佐藤 朋耶･初 (日本大学高) 57

26 安藤 吉平･弐 (桐蔭学園) 三谷 悠斗･初 (日本大学藤沢) 58

27 加藤 悠人･初 (県相模原中等教育) 角田 日向･初 (藤嶺学園藤沢) 59

28 宍戸 真寛･初 (武相) 井上 雅幸･初 (武相) 60

29 小澤 寿久･初 (日本大学高) 安藤 優夏･初 (県希望ヶ丘) 61

30 伊澤 一登･初 (横浜) 渡邊 昇龍･初 (立花学園) 62

31 當眞 龍斗･初 (立花学園) 安齋 優太･初 (横浜) 63

32 平本 悠真･初 (逗子開成) 野瀨 貴隆･初 (東海大学付属相模) 64
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副将の部

緒方 寛明･初 (東海大学付属相模) 10

2 佐藤 虹太郎･初 (柏木学園) 金田 大輝･初 (光明学園相模原) 11

1 田中 詩音･初 (東海大学付属相模)

野村 宗隆･初 (立花学園) 12

4 溝呂木 省吾･初 (光明学園相模原) 菅野 一成･初 (武相) 13

3 土屋 璃空･無 (逗子開成)

佐藤 将太郎･無 (逗子開成) 14

6 内田 翔吏･弐 (桐蔭学園) 篠﨑 陸･無 (県鶴見総合) 15

5 中江田 友太･初 (武相)

大平 一慶･無 (日本大学藤沢) 16

8 榎田 昇太郎･初 (藤沢翔陵) グルン アミス･初 (武相) 17

7 廣川 勇志･初 (東海大学付属相模)

竹内 檜･初 (東海大学付属相模) 189 石村 勇人･初 (慶應義塾湘南藤沢高等部)
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神奈川県立武道館

大将の部

1 手塚 春太朗･初 (東海大学付属相模) 千野根 玄貴･弐 (桐蔭学園) 14

2 中村 謙信･無 (県二宮) 梶谷 渚･初 (武相) 15

3 尾身 誠士郎･初 (武相) 金田 康･初 (横浜創学館) 16

4 岩下 太郎･初 (藤嶺学園藤沢) 上村 雄貴･初 (武相) 17

5 福田 隼大･初 (市川崎総合科学) 上村 憲慎･初 (柏木学園) 18

6 渡邊 音央･初 (立花学園) 能登 勇公･初 (立花学園) 19

7 高瀬 暖人･初 (藤沢翔陵) 早川 凱心･初 (東海大学付属相模) 20

8 表野 銀次･初 (東海大学付属相模) 金 延俊･初 (藤嶺学園藤沢) 21

9 髙石 和広･初 (武相) 野畑 睦人･無 (武相) 22

10 須藤 龍一･弐 (桐蔭学園) 谷口 秋･初 (立花学園) 23

11 秋元 日陽･初 (立花学園) 桑折 羅生･無 (県向の岡工業) 24

12 松本 優都希･初 (武相) 井上 勇希･初 (日本大学藤沢) 25

13 杉本 明豊･初 (東海大学付属相模) 高倉 陸･初 (横浜) 26

金杉 元太･初 (東海大学付属相模) 27


