
段位

五段

弐段

五段

四段

参段

五段

段位

弐段

初段

初段

弐段第四位 吉岡　優里 札幌刑務支所 札幌柔道連盟

準優勝 田嶋　由佳 東海大学付属札幌高校 札幌柔道連盟

第三位 薮内　美咲 北海高校 札幌柔道連盟

順位 氏　　　名 勤務先（学校名） 所属柔連

優勝 小椋　香澄 旭川大学 旭川柔道連盟

札幌柔道連盟

森本　翔太 北嶺高校教員 札幌柔道連盟

平成30年　全北海道女子柔道選手権大会入賞者

平成30年3月4日（日）　北海道立総合体育センターサブアリーナ

第三位 中村　嘉宏 北海道警察 札幌柔道連盟

敢闘賞

帯川　雄大 北海道警察 札幌柔道連盟

瀧田　真太郎 北海道警察

優勝 一戸　勇人 北海道警察 札幌柔道連盟

準優勝 高田　大樹 星槎道都大学 札幌柔道連盟

平成30年　全北海道柔道選手権大会入賞者

平成30年3月4日（日）　北海道立総合体育センターサブアリーナ

順位 氏　　　名 勤務先（学校名） 所属柔連



袈裟固
(1:44)
大外刈
(2:34)

優勢（有効）
(4:00)

優勢（有効）
(4:00)

ＧＳ優勢（技有）

(5:33)
優勢（技有）

(4:00)
縦四方固
(1:31)
横四方固
(1:31)

ＧＳ優勢（技有）

(7:43)

ＧＳ優勢（指導２）

(5:44)
小内刈
(0:35)

優勢（技有）
(4:00)

ＧＳ優勢（指導２）

(4:18)
優勢（有効）

(4:00)
合技

(2:27)
優勢（有効）

(4:00)
内股

(1:47)
横四方固
(1:26)

ＧＳ優勢（指導２）

(5:38)
ＧＳ優勢（有効）

(5:10)

薮内　美咲 北海高

8 決勝 田嶋　由佳 東海大札幌高 小椋　香澄 旭川大

7 3位決定戦 吉岡　優里 札刑支 ②

田嶋　由佳 東海大札幌高

6 準決勝 小椋　香澄 旭川大 〇 薮内　美咲 北海高

5 準決勝 吉岡　優里 札刑支 〇

杉村和加菜 星槎道都大

4 準々決勝 瀬戸  葉月 東海大札幌高 薮内　美咲 北海高

3 準々決勝 小椋　香澄 旭川大 〇

北海高

2 準々決勝 前田　実優 札刑支 田嶋　由佳 東海大札幌高

赤 決まり技 白

1 準々決勝 吉岡　優里 札刑支 ② 佐々木　南

一戸　勇人 北海道警

平成30年　全北海道女子柔道選手権大会　公式記録
2018.3.4 北海道立総合体育センターサブアリーナ

女子決勝トーナメント準々決勝以上

12 第3試合 高田　大樹 星槎道都大

中村　嘉宏 北海道警

11 第2試合 中村　嘉宏 北海道警 〇 一戸　勇人 北海道警

10 第1試合 高田　大樹 星槎道都大 ②

森本　翔太 北嶺高教

男子決勝リーグ
赤 決まり技 白

9
Ｃブロック

決勝 一戸　勇人 北海道警

沢田　龍治 札幌大

8
Ｃブロック
準決勝 丸山　哲嗣 北海道警 〇 森本　翔太 北嶺高教

7
Ｃブロック
準決勝 一戸　勇人 北海道警 〇

瀧田真太郎 北海道警

6
Ｂブロック

決勝 中村　嘉宏 北海道警 瀧田真太郎 北海道警

5
Ｂブロック
準決勝 林　　茂人 北海道警

高田　大樹 星槎道都大

4
Ｂブロック
準決勝 中村　嘉宏 北海道警 相木　秀斗 北海道警

3
Ａブロック

決勝 帯川　雄大 北海道警

吉田　幸平 北海道警

2
Ａブロック
準決勝 高田　大樹 星槎道都大 〇 横田　雄斗 北海道警

1
Ａブロック
準決勝 帯川　雄大 北海道警 〇

平成30年　全北海道柔道選手権大会　公式記録
2018.3.4 北海道立総合体育センターサブアリーナ

男子予選トーナメント準決勝以上
赤 決まり技 白



【予選Ａブロック】

〇 〇

内股 〇 GS 大内刈

〇 (2:06) 内股 優勢 (0:36)

反則負 (1:18) (7:11) (0:00)

(2:42) 不戦勝

〇 〇 〇

内股 合技

(2:43) (1:34) (2:44) 優勢

大外刈 (4:00)

〇

(5:08) (1:08)

(4:00) 優勢 小外刈 (4:08)

優勢 GS② 〇 〇 〇 優勢

袈裟固 大外刈 GS

〇 (1:44) (2:34) 〇

払腰 〇 縦四方固

(3:43) 腕挫十字固 (2:44)

(4:00) (1:14) (2:04)

優勢 大内刈

〇

〇

小外刈 優勢

(3:46) (6:43) (4:00)

優勢

(4:00) GS② (4:00) GS

(1:40) 優勢 優勢 優勢

袈裟固 (5:07)

〇

〇 〇

背負投 〇 内股

〇 (1:04) 大外刈 優勢 (2:29)

大腰 (3:26) (4:00) (2:46)

(1:47) 払腰

〇 GS 〇

GS① 合技 優勢 〇GS

優勢 〇 (1:53) (4:37) 〇 裏投

(5:27) 腕挫十字固 小外刈 (5:26)

(3:50) (2:14)

〇

(4:00) 不戦勝

優勢 (0:00)

〇

優勢 背負投

(4:00) 優勢 (3:18)

(4:00) (4:00)

優勢

(2:38)

〇 反則負

小外刈 〇

(3:38) (1:32) 〇
横四方固 大内刈

(4:27) 〇 (5:40) (0:52)

(1:08) 優勢 優勢

大外刈 GS GS (3:09)

〇 合技 (2:30)

〇 横四方固

〇

平成30年　北海道柔道選手権大会

北海道立総合体育センター　サブアリーナ

平成30年3月4日

櫻井　　忍 星槎道都大 57

55

28 吉田　幸司 北海学園大 松家　　零 北海高 56

帯広刑務所 54

27 小林　修斗 東海大札幌高 竹内　郁弥 札幌大

西野　　匠 札幌大 53

26 小林　知生 札幌大 相澤　辰樹

25 淡路　龍晟 北海高

51

24 正木　佑弥 札幌大 猪爪健太郎 北海学園大 52

北海道警 50

23 猪原　知佳 月形刑務所 薄井　光太 東海大札幌高

 村上　大介  星槎道都大 49

22 白井　元彦 北海道警 蔵田　寛幸

21 幾島裕一朗 星槎道都大

47

20 本宮　綾太 北海道栄高 小林　龍永 東海大札幌高 48

会社員 46

19 中川　加偉 会社員 武田　　乃 札幌大

森　　　翼 札幌大 45

18 大内田　智 札幌大 田村　嘉浩

17 遠藤　　輝 東海大札幌高

43

16 秋田　康佑 札幌大 阪下　頼人 北海道柔専 44

月形刑務所 42

15 吉田　幸平 北海道警 横田　雄斗 北海道警

優勢

(4:00)

高
田
　
大
樹
（

星
槎
道
都
大
）

中神　正紘 星槎道都大 41

14 佐藤　　星 札幌大 佐藤　雅也

13 渡邉　貴弘 北海道柔専

39

12 後藤　航兵 東海大札幌高 竹下　　徹 北海高 40

札幌大 38

11 遠藤　祐介 会社員 仲村　瞬輝 札幌大

岡本　怜士 東海大札幌高 37

10 磯部　鉄心 札幌大 森崎　大夢

9 蜂屋　海航 北海高

35

8 秋元　　鷹 旭川刑務所 熊澤　幹二 教員 36

北海高 34

7 長谷川　誠 星槎道都大 土野　誠二 北海道警

葛西　佑樹 函館少年刑務所 33

6 西野　嘉城 北海高 尾崎　功弥

5 山田　　大 札幌大

31

4 加藤　光城 酪農学園大 長谷川　黎 東海大札幌高 32

北海道栄高 30

3 玉木　宏河 札幌大 武藤　優樹 札幌大

高田　大樹 星槎道都大 29

2 木村　隆雅 東海大札幌高 竹内　一晟

1 帯川　雄大 北海道警



【予選Ｂブロック】

〇 〇

袈裟固 GS〇 〇 内股

(1:14) 反則負 合技 (0:50) 〇

(0:48) (5:46) (2:16) 大内刈

腕挫十字固 (3:26)

〇 〇

〇 優勢 反則負

小外刈 (4:00) (3:09) 優勢

(2:40) (4:00)

(4:00) (2:21) 〇不

(0:10) 優勢 上四方固 不戦勝

払腰 〇 (0:00)

〇 優勢

GS (4:00) 〇

優勢 〇 GS 反則負

〇 (4:58) 腕緘 優勢 (2:55)

大外刈 (4:00) (5:41) (2:28)

(2:16) 支釣込足

〇

(3:11) 優勢

払腰 (4:99)

〇

GS〇 (7:12) (2:11)

内股 優勢 小外刈 (0:00)

(4:43) GS 〇 不戦勝

〇

〇 〇
一本背負投 〇 体落

(2:53) 優勢 崩袈裟固 (1:23) 〇

(3:25) (4:00) (1:16) 不戦勝

内股 (0:00)

〇 GS 〇

優勢 反則負 〇

(0:39) GS (4:15) (3:17) ②GS 腕挫十字固

縦四方固 優勢 優勢 (0:37)

〇 (5:08) (6:18)

〇

(2:52) 背負投

反則負 (5:33) (0:38)

〇 優勢

GS 〇

優勢 〇 〇 裏投

(4:00) 支釣込足 横四方固 (0:59)

(4:00) (1:50) ②GS (1:40)

袈裟固 優勢 〇

〇 (5:38) 反則負

(2:24)

(11:01) 〇

優勢 袈裟固 〇

GS (3:27) 内股

(1:14)

(2:08)

背負投 (2:20) ②GS

〇 合技 優勢

〇 (5:08)

85 佐々木和也 星槎道都大 藤井　崚将 東海大札幌高 113

佐藤　誉也 星槎道都大 114

83 中谷　健人 札幌大 西嶋　直人 会社員 111

84 山本慎太郎 東海大札幌高 出口　鉄丸 札幌大 112

81 藤森　翔太 札幌大 吉野川　諒 北海道栄高 109

82 高田　将太 旭川刑務所 菊池　一真 札幌大 110

79 加藤　大志 北海道警 河守　純一 月形刑務所 107

80 赤坂　透生 北海高 丸山　弘貴 北海高 108

77 今多　啓太 北海高 沼田　慶和 釧路刑務支所 105

78 阿部　好晴 帯広刑務所 南　　晃次 北海学園大 106

75 木下　　昌 会社員 田中　友和 教員 103

76 田村公志郎 札幌大 中山　隼志 札幌大 104

73 毛利　仁哉 東海大札幌高 藤谷　亮太 東海大札幌高 101

74 高橋　公貴 札幌大  神原雄太郎  札幌大 102

優勢

(4:00)

71 佐藤　慧歩 北海学園大 小竹　　守 東海大札幌高 99

72 相木　秀斗 北海道警 瀧田真太郎 北海道警 100

中
村
　
嘉
宏
（

北
海
道
警
察
）

69 今成　裕之 北海道大院 豊田  直洋 北海学園大 97

70 小林斐維蕗 札幌大  宿輪　　智  札幌大 98

67 佐藤　　樹 札幌大 奥田　駿佑 札幌大 95

68 府川　蒼空 東海大札幌高 中村　俊文 函館少年刑務所 96

65 保志　亮輔 帯広刑務所 清水　大樹 北海道警 93

66 鎌田　暁利 北海道栄高 大久保亮雅 北海高 94

63 葛尾　　篤 東海大札幌高 佐々木　歩 北海高 91

64 鎌田　龍翔 札幌大  横山　晃希  星槎道都大 92

61 横山　敏士 北海高 對馬　　優 北海道柔専 89

62 長崎　斗真 星槎道都大 相馬　凌太 札幌大 90

59 川﨑　裕幸 月形刑務所 三上　博輝 札幌大 87

60 佐伯　日向 東海大札幌高 後藤　旺佑 東海大札幌高 88

平成30年　北海道柔道選手権大会
平成30年3月4日

58 中村　嘉宏 北海道警 林　　茂人 北海道警 86

北海道立総合体育センター　サブアリーナ



【予選Ｃブロック】

〇

合技 GS 〇

〇 (2:26) 優勢 袈裟固 (0:00)

小外刈 (8:13) (2:27) 不戦勝 (3:15)

(1:54) 〇 袈裟固

〇 〇

体落 〇GS

(0:59) 〇 (0:22) 〇 大外刈

合技 合技 一本背負投 (4:35)

〇 (3:35) (0:34)

〇

合技 (5:54)

(3:23) 〇 優勢
縦四方固 GS

(1:31) 〇

内股

〇 (4:54) (1:05)

不戦勝 大内刈 (2:50)

(0:00) GS (4:18) 内股

内股 〇

〇 〇GS 〇
内股すかし 〇 不戦勝

(3:30) 不戦勝 (7:34) (0:32) (0:00)

(0:00) 払腰 裏投

〇 GS〇 〇 (1:40) 〇

反則負 縦四方固 袈裟固

(2:21) 〇 (1:31)

〇 〇

背負投 GS 〇 内股

〇 (0:26) 横四方固 (0:35)

不戦勝 (1:34) (1:37)

(0:00) 反則負

〇

優勢

(4:00) (4:00) (3:40)

優勢 (5:14) 優勢 払腰

反則負 (4:00) 〇

〇 (1:13) GS〇 〇

払腰 払腰 大腰

(0:41) 〇 (1:31) (2:04)

横四方固

〇 〇

〇 横四方固

〇 (0:00) 支釣込足 (2:11)

肩固 不戦勝 〇 (0:16)

(3:03) 〇 (8:41) 反則負

優勢 (4:00) 優勢

GS (4:00)

(4:14) GS

優勢 優勢 (4:00) 〇

GS (6:04) 優勢 背負投

(3:37)

(4:00)

優勢 (5:56)

優勢 (2:10)

GS 三角絞

〇

142 松澤　　光 学校職員 青木　航輝 東海大札幌高 170

佐藤　正章 星槎道都大 171

140 沢田　龍治 札幌大 菅原　一生 札幌大 168

141 杉本将一朗 北海高 本田　健太 北海道大院 169

138 大川慎太郎 東海大札幌高 葉柴　悠守 札幌大 166

139 渡辺　優基 会社員 駒谷　竜輝 北海高 167

136  野村　綾哉  北海道警 山田　貴光 北海道警 164

137 井内　健介 札幌市役所 大野　隼哉 東海大札幌高 165

134 西舘　弘斗 札幌大 大谷　大斗 北海道栄高 162

135 江川　　慧 月形刑務所 細谷　英生 函館少年刑務所 163

132 橋本　龍輝 東海大札幌高 林田　圭登 東海大札幌高 160

133 山口　斗輝 会社員 青柳　孝重 札幌大 161

130 浦野　佑介 北海道柔専 阪本　皓正 専門学校生 158

131  中山　晃平  札幌大 小口　湧久 札幌大 159

優勢

(7:43)

128 小澤　悠貴 星槎道都大 福島　徳純 東海大札幌高 156

129 工藤　大器 北海道警 森本　翔太 北嶺高教員 157

一
戸
　
勇
人
（

北
海
道
警
察
）

126 水沼　　祥 函館少年刑務所  栗原　康仁  帯広刑務所 154

127 葛西　純坪 北海高 丸山　哲嗣 北海道警 155

124  尾崎　太一  札幌大 及川　智己 北海学園大 152

125 山下　寛士 札幌大 原　　祐介 北海道栄高 153

122 沢田　雅弘 北海道警 相木　飛磨 北海道警 150

123 加藤　亘真 東海大札幌高 平井　孝典 北海高 151

120 森本　和樹 東海大札幌高 松浦　稜生 東海大札幌高 148

121 福井　貴弘 教員 三浦　智正 札幌市役所 149

118 竹内  佑雅 北海学園大 折笠　竣哉 団体職員 146

119 原　　真冬 札幌大 佐々木諄貴 札幌大 147

116 駒走翔太郎 北海高 原田　絃太 札幌大 144

117 隈本　浩太 札幌大 古澤　昂大 北海高 145

平成30年　北海道柔道選手権大会
平成30年3月4日

北海道立総合体育センター　サブアリーナ

115 一戸　勇人 北海道警  髙道祐太郎  北海道警 143



〇 〇

大内刈 〇 〇 合技

(1:14) 内股 大外刈 (0:52)

(3:04) GS② 〇 (0:30)

〇 優勢 合技

内股 (4:18) (2:27) (1:58)

(2:45) 縦四方固

〇 〇

〇 横四方固

不戦勝 (1:26) (7:11)

(0:00) 優勢

②GS

〇 (3:56) (6:18)

大腰 小外刈 優勢 優勢

(2:18) 〇 GS (4:00)

〇 〇

袈裟固 〇 大外刈

(0:42) 後袈裟固 (3:20)

(0:34)

(5:25)

(0:00) 反則負 (4:20)

不戦勝 (1:47) 〇GS 袈裟固

〇 内股 〇GS

〇 〇 〇

横四方固 〇 〇 横四方固

(1:19) 合技 (4:00) (4:00) 反則負 (1:27)

(3:58) 優勢 優勢 (1:40)

(0:28) (3:04)

大内刈 内股

〇 〇

(5:38)

優勢

GS②

吉岡　優里 札幌刑務支所

薮内　美咲 北海高

【三位決定戦】

平成30年　北海道女子柔道選手権大会
平成30年3月4日

北海道立総合体育センター　サブアリーナ

1 吉岡　優里 札幌刑務支所 小椋　香澄 旭川大 17

18

3 加藤　早姫 星槎道都大 玉手　美紅 星槎道都大 19

2 斎藤　朱音 東海大札幌高 福士　明里 札幌日大高

20

5 原口　　茜 札幌日大高 石原美咲希 札幌刑務支所 21

4 今野　佑香 酪農学園大 北村　里菜 東海大札幌高

小
椋
　
香
澄
（

旭
川
大
）

22

7 佐々木　南 北海高 杉村和加菜 星槎道都大 23

6  伊東　琴海  会社員 山内　彩聖 星槎道都大

24

9 前田　実優 札幌刑務支所 佐々木美里 札幌刑務支所 25

8 藤巻　涼風 星槎道都大 中倉　由恵 北海高

GS

優勢

26

11  橘　　　叶  星槎道都大 一戸　香澄 星槎道都大 27

10 笠原　千尋 札幌手稲中 森　　美月 札幌北斗高
(5:10)

28

13 田嶋　由佳 東海大札幌高 薮内　美咲 北海高 29

12 水戸部柚那 札幌日大高 瀬戸  葉月 東海大札幌高

3216 二階堂智美 月形刑務所 田村明日実 北海道警

30

15 渡邊　真悠 札幌大 成田　茉由 札幌日大高 31

14 白岩いつか 星槎道都大 宮本このみ 星槎道都大


