
第【 1

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

井上　裕大 背負投 目良　龍斗

日章学園 2:45 高城

三浦　慶太 優勢勝ち 坂本　龍星

延岡星雲 ＧＳ 延岡学園

東　裕太 優勢勝ち 池田　弾

日南振徳 ＧＳ 日章学園

松葉　京介 一本背負い 中嶋　圭太

都農 0:17 都城商業

福川　太紀 横四方固め 井上　裕大

宮崎工業 2:55 日章学園

福永　耕大 大内刈り 佐野　勇稀

宮崎日大 0:54 延岡学園

栗原　大虎 大内刈り 福田　将樹

都城高専 1:30 日南振徳

樋口　力暉也 袈裟固め 染矢　兼玖

都城 2:10 宮崎日大

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

66 一本

66

66

66 一本

階
　
　
級

試
合
番
号

66

60

60

60

技有

一本

一本

一本

技有

一本

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場



第【 1

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

木本　海月 優勢勝ち 加藤　秀

日章学園 ＧＳ 鵬翔

冨髙　良輔 大外刈り 永田　大生

鵬翔 0:30 日章学園

長友　海也 背負投 坂本　龍星

宮崎日大 0:16 延岡学園

東　裕太 優勢勝ち 中嶋　圭太

日南振徳 4:00 都城商業

福川　太紀 優勢勝ち 福永　耕大

宮崎工業 ＧＳ 宮崎日大

栗原　大虎 大内刈り 染矢　兼玖

都城高専 0:33 宮崎日大

日髙　寛朗 僅差 江藤　卓

宮崎工業 ＧＳ 都城商業

白波　大喜 内股 加藤　秀

宮崎日大 1:27 鵬翔

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

一本

73 準々決勝 指1

81 準々決勝 一本

66 準々決勝

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

一本

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会

90 一本

81 技有

階
　
　
級

試
合
番
号

66 準々決勝 技有

60 準々決勝 技有

60 準々決勝



第【 1

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

花岡　龍青 払い巻き込み 日髙　優大

延岡工業 2:08 日章学園

栗野　且行 内股 永田　大生

宮崎日大 0:37 日章学園

北島　凌 優勢勝ち 髙野　泰蔵

宮崎日大 4:00 宮崎工業

永峯　大樹 不戦勝 今井　翼

宮崎日大 0:00 都城商業

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

81 準々決勝 一本

階
　
　
級

試
合
番
号

100 準々決勝 不戦勝

90 準々決勝 技有

90 準々決勝 一本



第【 1

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

甲斐　月子 袈裟固め 棚橋　由依

宮崎日大 1:24 鵬翔

長友　海也 内股すかし 東　裕太

宮崎日大 1:29 日南振徳

福川　太紀 袈裟固め 染矢　兼玖

宮崎工業 2:30 宮崎日大

荒川　正宗 縦四方固め 江藤　卓

宮崎日大 0:37 都城商業

白波　大喜 内股すかし 日髙　優大

宮崎日大 0:24 日章学園

栗野　且行 指導３ 北島　凌

宮崎日大 3:11 宮崎日大

中西　隆翔 小外掛け 今井　翼

延岡学園 1:23 都城商業

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

90 準決勝 反則勝 反則負

100 準決勝 一本

73 準決勝

81 準決勝 一本

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

66 準決勝

60 準決勝 一本

63 準決勝 一本

階
　
　
級

試
合
番
号



第【 2

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

稲丸　陽大 不戦勝 湯淺　瑛登

都城高専 0:00 日章学園

諸藤　陽成 一本背負い 清水　豪太

鵬翔 0:43 高鍋

江良　誠賢 優勢勝ち 坂本　敏弥

延岡学園 ＧＳ 日章学園

竹本　樹 袈裟固め 小八ケ代　直毅

宮崎工業 ＧＳ 宮崎日大

簗瀬　琉也 袈裟固め 木下　柊斗

宮崎日大 3:55 都農

米花　広晴 背負投 上利　亮

高鍋 0:07 日章学園

松永　昂士 上四方固め 湯淺　瑛登

宮崎日大 1:22 日章学園

諸藤　陽成 内股 宮脇　勝輝

鵬翔 1:45 延岡学園
60 準々決勝 一本

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

66 一本

60 準々決勝 一本

66 一本

66 技有

60 一本

66 技有

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

階
　
　
級

試
合
番
号

60 不戦勝

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会



第【 2

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

江良　誠賢 優勢勝ち 竹本　樹

延岡学園 ＧＳ 宮崎工業

簗瀬　琉也 内股 上利　亮

宮崎日大 ＧＳ 日章学園

都甲　崇将 縦四方固め 岩本　祥平

宮崎日大 1:00 鵬翔

横山　雄之輔 不戦勝 吉野　天成

日向工業 0:00 延岡学園

中村　洸晟 横四方固め 髙山　拓也

宮崎日大 2:10 日章学園

河野　健太 袈裟固め 久保田　大樹

延岡工業 0:38 延岡学園

河野　兼斗 大内刈り 重黒木　彰馬

宮崎日大 2:31 宮崎工業

井上　力哉 横四方固め 猪熊　友海

宮崎日大 1:26 延岡学園
90 準々決勝 一本

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

81 準々決勝 一本

90 準々決勝 一本

73 準々決勝 不戦勝

81 準々決勝 一本

66 準々決勝 一本

73 準々決勝 一本

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

階
　
　
級

試
合
番
号

66 準々決勝 技有

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会



第【 2

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

岩﨑　健吾 優勢勝ち 河東　格司

宮崎工業 4:00 宮崎日大

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

階
　
　
級

試
合
番
号

100 準々決勝 技有

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会



第【 2

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

黒原　由紀 不戦勝 本部　千聖

日南振徳 0:00 日章学園

油谷　京華 僅差 妹尾　春奈

小林西 ＧＳ 宮崎日大

甲斐　実来 払腰 小川　紀香

日章学園 3:54 鵬翔

長友　奏優 不戦勝 大塚　基加

都農 0:00 宮崎日大

松永　昂士 優勢勝ち 宮脇　勝輝

宮崎日大 ＧＳ 延岡学園

江良　誠賢 袈裟固め 簗瀬　琉也

延岡学園 3:19 宮崎日大

都甲　崇将 横四方固め 吉野　天成

宮崎日大 3:23 延岡学園

中村　洸晟 優勢勝ち 久保田　大樹

宮崎日大 4:00 延岡学園
81 準決勝 技有

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

66 準決勝 一本

73 準決勝 一本

+78 準決勝 不戦勝

60 準決勝 技有

63 準決勝 指1

78 準決勝 一本

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

階
　
　
級

試
合
番
号

57 準決勝 不戦勝

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会



第【 2

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

河野　兼斗 大内返し 猪熊　友海

宮崎日大 0:29 延岡学園

岩﨑　健吾 内股 宮崎　雅大

宮崎工業 2:11 宮崎日大

中川　敬允 袈裟固め 宇都宮　大河

都城東 0:34 鵬翔

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

100 準決勝 一本

+100 準決勝 一本

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

階
　
　
級

試
合
番
号

90 準決勝 一本

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会



第【 1

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

平本　奈々 不戦勝 福田　実子

小林西 0:00 宮崎日大

東　玲奈 上四方固め 森永　凪帆

宮崎日大 1:40 日章学園

猿渡　かおる 内股 本部　千聖

宮崎日大 2:03 日章学園

甲斐　月子 僅差 妹尾　春奈

宮崎日大 ＧＳ 宮崎日大

阪本　和香奈 払い腰 棚橋　芽依

宮崎日大 1:01 鵬翔

山口　妃代 僅差 小川　紀香

日章学園 ＧＳ 鵬翔

大寺　歓奈 支え釣込み足 長友　奏優

鵬翔 0:20 都農

78 決勝 指1

+78 決勝 一本

63 決勝 指1

70 決勝 一本

52 決勝 一本

57 決勝 一本

第40回柔道競技大会

記　録　用　紙 （個人試合）

】試合場

階
　
　
級

試
合
番
号

48 決勝 不戦勝

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。



第【 1

赤 記入者 ： 白

選　手　名
学　校　名 勝　負 決まり技

時　　間 勝　負 選　手　名
学　校　名

長友　海也 優勢勝ち 宮脇　勝輝

宮崎日大 ＧＳ 延岡学園

染矢　兼玖 内股すかし 簗瀬　琉也

宮崎日大 3:47 宮崎日大

荒川　正宗 優勢勝ち 吉野　天成

宮崎日大 ＧＳ 延岡学園

白波　大喜 移り腰 中村　洸晟

宮崎日大 0:56 宮崎日大

栗野　且行 袈裟固め 河野　兼斗

宮崎日大 0:55 宮崎日大

中西　隆翔 指導３ 宮崎　雅大

延岡学園 3:30 宮崎日大

清野　拳太 後袈裟固め 宇都宮　大河

延岡学園 1:39 鵬翔

記録方法　⇒　　一本、技有、有効、指1、指2、指3、反則負、不戦勝、負傷勝などの言葉を記入する。プログラム記載の試合番号記入するが、準々決勝以上は、明記すること。

100 決勝 反則勝 反則負

+100 決勝 一本

】試合場

階
　
　
級

試
合
番
号

60 決勝 技有

技有

決勝 一本

決勝 一本

第40回柔道競技大会

81

90

66

平成29年度　宮崎県高等学校一年生体育大会

記　録　用　紙 （個人試合）

決勝 一本

73 決勝


