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平成２７年度（2015）大会結果
４月１８日（土）春季東部地区高等学校柔道大会（関東大会県予選会のシード校決めの大会）

男子団体試合 １回戦 春日部工業 ５－０ 八潮

決勝リーグ １戦目 春日部工業 ２－３ 春日部東

２戦目 春日部工業 １－４ 花咲徳栄

３戦目 春日部工業 ４－１ 春日部

優勝 花咲徳栄 ２位 春日部東 ３位 春日部工業 ４位 春日部

５月６日（水）～ ８日（金）関東高等学校柔道大会 埼玉県予選会

男子団体試合 １回戦 春日部工業 ５－０ 聖望学園

２回戦 春日部工業 ４－１ 秩父

３回戦 春日部工業 ３－２ 熊谷西

４回戦 春日部工業 ０－５ 武蔵越生（県８強）

優勝 埼玉栄 ２位 大宮工業 ３位 武蔵越生 ４位 大宮東

５位 西武台 花咲徳栄 立教新座 春日部工業

（以上 上位８校が関東大会に出場）

男子個人試合（体重無差別）中村勇太 柿沼拓実 県３２強に進出

松崎 勝 初戦敗退

女子個人試合（６３ｋｇ級）伊東明日香 県４強に進出

（上位４人による決勝リーグで４位）

※個人試合での県４強は本校柔道部史上初

５月２３日（土）インターハイ（個人試合）東部地区予選会

６６ｋｇ級 ８ 強 佐藤大貴

７３ｋｇ級 ８ 強 石田 丈

８１ｋｇ級 準優勝 玉置雄大

１００ｋｇ超級 優 勝 柿沼拓実

準優勝 松崎 勝

第３位 吉田和晃

女子７８ｋｇ級 優 勝 伊東明日香

以上７名が５月３０日の県大会出場権を獲得した。
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５月３０日（土）インターハイ（個人試合）埼玉県予選会

１００ｋｇ超級 第３位 柿沼拓実

※男子の個人試合での県４強は本校柔道部史上初

８ 強 松崎 勝

女子７０ｋｇ級 第３位 伊東明日香 ※県大会２大会連続４強進出

６６ｋｇ級 佐藤大貴 ７３ｋｇ級 石田 丈 ８１ｋｇ級 玉置雄大

以上３名は初戦敗退

１００ｋｇ超級 吉田和晃 ケガのため欠場

６月５（金）～ ７日（日）第６３回 関東高等学校柔道大会

１回戦 春日部工業 ０－５ 東海大学付属相模

６月１９（金）～ ２０日（土）インターハイ（団体試合）埼玉県予選会

１ 回 戦 春日部工業 ４－１ 県立浦和

２ 回 戦 春日部工業 ３－１ 県立川口

３ 回 戦 春日部工業 ５－０ 所沢西

準々決勝 春日部工業 ０－４ 武 南（県８強）

優勝 埼玉栄 準優勝 武南 ３位 大宮工業 武蔵越生

８強 花咲徳栄 立教新座 大宮東 春日部工業

８月２２日（土）東部地区新人大会 シード校選考会（６校リーグ）

第１試合 春日部工業 ５－０ 春日部

第２試合 春日部工業 ５－０ 八潮

第３試合 春日部工業 ２－３ 春日部東

第４試合 春日部工業 ４－０ 春日部共栄

第５試合 春日部工業 ０－４ 花咲徳栄

優勝 花咲徳栄 ２位 春日部東 ３位 春日部工業 ４位 春日部共栄

５位 八潮 ６位 春日部

９月２５日（金）東部地区新人大会 男子団体戦(点取り試合）

予選リーグ 春日部工業 ４－０ 久喜工業

春日部工業 ５－０ 三郷工業技術

準々決勝 春日部工業 ４－１ 八潮

準決勝 春日部工業 １－３ 春日部東

優勝 花咲徳栄 準優勝 春日部東 第３位 春日部工業・春日部共栄
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９月２６日（土）東部地区新人大会 個人戦

女子５７ｋｇ超級 優 勝 伊東明日香

９０ｋｇ級 優 勝 香川忠彪

７３ｋｇ級 準 優 勝 石田 丈

１００ｋｇ超級 準 優 勝 吉田和晃

６６ｋｇ級 第 ３ 位 佐藤大貴

８１ｋｇ級 第 ３ 位 玉置偉央

９０ｋｇ級 第 ３ 位 鶴嵜健翔

６０ｋｇ級 ベスト８ 多田隼人

※以上８名は２０１６年５月に行われるインターハイ東部地区予選会のシード権を
獲得した。

※伊東明日香は２０１６年１月に行われる全国高校選手権大会埼玉県予選会女子

個人試合６３ｋｇ級の第１シード選手となった。

※男子７名は２０１６年１月に行われる全国高校選手権大会埼玉県予選会男子個人
試合の出場権を獲得した。

１０月３日（土）東部地区新人大会 男子団体戦（勝ち抜き試合）

２回戦 春日部工業 ○５人残し 久喜工業

準決勝 春日部工業 ４人残し○ 花咲徳栄

優勝 春日部東 準優勝 花咲徳栄 第３位 春日部工業・春日部共栄

１１月２０日（金）～ ２１日（土）埼玉県高等学校柔道新人大会 男子団体試合（点取り試合）

１ 回 戦 春日部工業 ３－１ 城北埼玉

２ 回 戦 春日部工業 １－４ 春日部東

優勝 埼玉栄 準優勝 武蔵生越 第３位 武南 第４位 花咲徳栄

８強 大宮工業 立教新座 春日部東 松山

女子個人試合 優勝 伊東明日香 準優勝 坂東理知子（武蔵生越）

３位 田嶋由佳（熊谷工業） 小倍美彩子（春日部東）
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１月１１日（月）埼玉県高等学校選手権大会 個人試合

女子６３kg級 伊東明日香 ８強

男子８１kg級 玉置偉央 １６強

６０kg級 多田隼人

６６kg級 佐藤大貴

７３kg級 石田 丈

無差別 香川忠彪 鶴嵜健翔 以上５名、初戦敗退

無差別 吉田和晃は体調不良で欠場

１月１６日（土）～ １７日（日）埼玉県高等学校選手権大会 男子団体試合（勝ち抜き試合）

１ 回 戦 春日部工業 ○３人残し 川口青陵

２ 回 戦 春日部工業 ４人残し○ 武蔵越生（県ベスト３２）

優勝 埼玉栄 準優勝 大宮工業 第３位 武蔵越生・立教新座


