
平成２６年度 柔道部試合結果 

 

○平成２６年度東播磨地区高等学校春季柔道大会 兼 

第５８回兵庫県高等学校総合体育大会柔道競技東播磨予選会 

 

 

 

１ 日時    平成２６年４月２６日（土）～２７日（日） 

 

２ 場所    加古川市立武道館 

 

３ 試合結果  女子団体戦 ３位 

        男子個人戦 １００kg 級  瀬来 ３位 県大会出場 

               ９０kg 級  奥原 県大会出場 

               ８１kg 級  鈴木 県大会出場 

        女子個人戦  ５７kg 級  野口 ３位 県大会出場 

               ５７kg 級  杉岡 優勝 県大会出場 

               ７８kg 超級 西川 ２位 県大会出場 

 

 

 

 



○第５８回兵庫県高等学校総合体育大会柔道競技 兼 

第６３回全国高等学校柔道大会兵庫県予選 

 

１ 日時    平成２６年６月５日（木）～８日（日） 

 

２ 場所    高砂市総合体育館 

 

３ 試合結果  男子団体戦 ベスト３２位  

１回戦 宝塚北高校、２回戦 舞子高校に 

             勝利し、３回戦 甲南高校に敗れる。 

            ※１年生５名、２年生１名、３年生２名で精いっぱい 

            力合わせて頑張りました。よく健闘しました。 

 

女子団体戦 ５位 

１回戦 舞子高校、２回戦 赤穂高校に 

             勝利し、準々決勝夙川学院高校に敗れる。 

    ※２年生１名、３年生２名で強豪夙川学院に挑みました。 

     大変勉強になりました。 

  

         

        女子個人戦  ６３kg 級  杉岡 ３位 県民大会出場 

               ７８kg 超級 西川 ３位 県民大会出場 

            ※精いっぱい頑張りました。大変勉強になりました。 

 

 

○平成２６年度兵庫県柔道体重別選手権大会 兼 

第６８回兵庫県民体育大会柔道競技 

 

１ 日時    平成２６年６月２２日（日） 

 

２ 場所    兵庫県立武道館 

 

３ 試合結果  女子個人戦  ６３kg 級  杉岡 ベスト８ 

               ７８kg 超級 西川 １回戦出場 

            ※精いっぱい頑張りました。大変勉強になりました。 

 



○平成２６年度東播磨地区高等学校夏季柔道大会  

 

１ 日時    平成２６年８月１日（金） 

 

２ 場所    加古川市立武道館 

 

３ 試合結果  女子個人戦  ６０kg 超級  杉岡 優勝  

 

 

平成平成平成平成 26 年度東播磨地区高等学校秋季柔道大会年度東播磨地区高等学校秋季柔道大会年度東播磨地区高等学校秋季柔道大会年度東播磨地区高等学校秋季柔道大会    兼兼兼兼 

高砂市長杯争奪第高砂市長杯争奪第高砂市長杯争奪第高砂市長杯争奪第 63 回兵庫県高等学校新人柔道大会回兵庫県高等学校新人柔道大会回兵庫県高等学校新人柔道大会回兵庫県高等学校新人柔道大会

兼兼兼兼    第第第第 40 回兵庫県高等学校選抜柔道大会回兵庫県高等学校選抜柔道大会回兵庫県高等学校選抜柔道大会回兵庫県高等学校選抜柔道大会    兼兼兼兼    第第第第 37

回全国高等学校柔道選手権大会東播磨地区予選会回全国高等学校柔道選手権大会東播磨地区予選会回全国高等学校柔道選手権大会東播磨地区予選会回全国高等学校柔道選手権大会東播磨地区予選会 

○と き  平成 26 年９月２7 日(土) ～ ９月２8 日(日) 

○ところ  加古川市武道館 

 

 男子団体戦（抜き勝負） （奥原 坂本 西山 本村 吉野 小井） 

 

       1 回戦               対明石清水高校に、敗退 

       

      男子個人戦 

            ６０㎏以下級        西山    ベスト１６位（県大会出場決定） 

           １００㎏以下級        奥原   ３位（県大会出場決定） 

      女子個人戦              

－７０㎏級以下級      杉岡    優勝（県大会出場決定） 

       ※ 部員一丸となって戦いました。よく頑張りました。 

        応援ありがとうございました。 



 

○○○○高砂市長杯争奪第高砂市長杯争奪第高砂市長杯争奪第高砂市長杯争奪第 63 回兵庫県高等学校新人柔道大回兵庫県高等学校新人柔道大回兵庫県高等学校新人柔道大回兵庫県高等学校新人柔道大

会会会会    兼第兼第兼第兼第 56 回近畿高等学校新人柔道大会県予選回近畿高等学校新人柔道大会県予選回近畿高等学校新人柔道大会県予選回近畿高等学校新人柔道大会県予選    兼兼兼兼

第第第第 40 回兵庫県高等学校選抜柔道大会回兵庫県高等学校選抜柔道大会回兵庫県高等学校選抜柔道大会回兵庫県高等学校選抜柔道大会    兼兼兼兼 

第第第第 37 回全国高等学校柔道選手権県予選回全国高等学校柔道選手権県予選回全国高等学校柔道選手権県予選回全国高等学校柔道選手権県予選 

○と き  平成 26 年 11 月 14 日(金) ～ 11 月 16 日(日) 

○ところ  高砂市総合体育館 

      

※男子団体戦（抜き勝負）（奥原 坂本 西山 本村 小井） 

       1 回戦               対尼崎北高校に敗退 

※主将の奥原が故障のため欠場となり、１年生４名で対戦した。接戦の末、最後は力尽

き敗退した。よく健闘した。 

※男子個人戦 

     ６０㎏以下級        西山 １回戦敗退 

 

    １００㎏以下級        奥原 棄権 

※女子個人戦 

     ７０㎏以下級        杉岡 ３位（近畿高校新人柔道大会出場決定） 

 1 回戦シード、2 回戦（相生産業）に勝利し、準決勝（兵庫商業）の選手に、敗退する。 

この結果、70 ㎏級上位 8 人が、12 月 21 日(日) 神戸グリーンアリーナ サブ体育館において、

再度、第 37 回全国高等学校柔道選手権・兵庫県予選に出場することが決定しました。 

全国大会出場を目指し、頑張っていきたいと思います。 

 

 

 



 

 

○○○○第第第第 37 回全国高等学校柔道選手権県予選回全国高等学校柔道選手権県予選回全国高等学校柔道選手権県予選回全国高等学校柔道選手権県予選 

○と き  平成 26 年 12 月 21 日(日) 

○ところ  神戸グリーンアリーナ サブ体育館 

 

       1 回戦（赤穂高校）に勝利し、準決勝（夙川学院高校）の選手に、敗退する。３位 

              

○○○○第第第第 36 回回回回近畿近畿近畿近畿高等学校柔道高等学校柔道高等学校柔道高等学校柔道研修会研修会研修会研修会 

○と き  平成 26 年 12 月 26 日(金)～28 日（日） 

○ところ  天理高校第１柔道場 

天理、東大阪敬愛を始め近畿の高校を中心に全国から強豪校が参加していました。大変勉強に

なりました。相生産業・東洋大姫路・神戸・柳学園の生徒および先生方ありがとうございました 

 

○○○○玉野スポーツセンター年始合同合宿玉野スポーツセンター年始合同合宿玉野スポーツセンター年始合同合宿玉野スポーツセンター年始合同合宿 

○と き  平成 27 年 1 月 4 日(日)～6 日（火） 

○ところ  玉野スポーツセンター 

１年生男子４名が参加しました。岡山県を始め近県の高校を中心に多くの高校生が参加してい

ました。普段と異なるタイプの選手と稽古ができ、大変勉強になりました。玉野光南高校を始め、

多くのの先生方ありがとうございました。 

 

 



 

○○○○第第第第 56 回近畿高等学校回近畿高等学校回近畿高等学校回近畿高等学校柔道柔道柔道柔道新人大会新人大会新人大会新人大会（個人試合）（個人試合）（個人試合）（個人試合） 

○と き  平成 27 年 1 月 24 日(土)  

○ところ  兵庫県立武道館 グローリー道場 

 女子個人戦              

－７０㎏級以下級      杉岡    １回戦（天理高校）に敗退 



平成２７年度 柔道部試合結果 

 

○平成２７年度東播磨地区高等学校春季柔道大会 兼 

第５９回兵庫県高等学校総合体育大会柔道競技東播磨予選会 

 

１ 日時    平成２７年４月２５日（土）～２６日（日） 

 

２ 場所    加古川市立武道館 

 

３ 試合結果   

        男子個人戦  ６６kg級  坂本・西山    ２回戦出場 

                     

        女子個人戦  ７０kg級  杉岡 優勝     県大会出場 

 

○第５9回兵庫県高等学校総合体育大会柔道競技 兼 

第６４回全国高等学校柔道大会兵庫県予選 

 

１ 日時    平成２７年６月４日（木）～７日（日） 

 

２ 場所    高砂市総合体育館 

 

３ 試合結果  女子個人戦  ７０kg級  杉岡 ３位 県民大会出場 

               ※精いっぱい頑張りました。大変勉強になりました。 

 

○平成２７年度兵庫県柔道体重別選手権大会 兼 

第６９回兵庫県民体育大会柔道競技 

 

１ 日時    平成２７年６月２１日（日） 

 

２ 場所    兵庫県立武道館 

 

３ 試合結果  女子個人戦  ７０kg級  杉岡 ベスト８ 

               ※精いっぱい頑張りました。大変勉強になりました。 

 

 



○平成２７年度東播磨地区高等学校夏季柔道大会  

 

１ 日時    平成２７年８月１日（土） 

 

２ 場所    加古川市立武道館 

 

３ 試合結果  男子団体戦  高砂南に勝利  

 

 

平成 27年度東播磨地区高等学校秋季柔道大会 兼 

高砂市長杯争奪第 64 回兵庫県高等学校新人柔道大会

兼 第 41 回兵庫県高等学校選抜柔道大会 兼 第 38

回全国高等学校柔道選手権大会東播磨地区予選会 

○と き  平成２７年９月２０日(日) ～ ９月２１日(月) 

○ところ  加古川市立武道館 

 

 男子団体戦（抜き勝負） （ 坂本 西山 本村 石川） 

 

       1 回戦               加古川北高校に、敗退 

 女子団体戦（上園 増田 椴谷）              ３位 

男子個人戦 

           ６０㎏以下級        西山    ベスト８位（県大会出場決定） 

６６㎏以下級        坂本    ベスト１６位（県大会出場決定） 

 女子個人戦     

５７㎏以下級        増田    出場      

７８㎏級超級        椴谷    優勝（県大会出場決定） 

       ※ 部員一丸となって戦いました。よく頑張りました。 

        応援ありがとうございました。 



 

 

○高砂市長杯争奪第 64 回兵庫県高等学校新人柔道大

会 兼第 57 回近畿高等学校新人柔道大会県予選 兼

第 41回兵庫県高等学校選抜柔道大会 兼 

第 38回全国高等学校柔道選手権県予選 

○と き  平成 27年 11月 13日(金) ～ 11月 15日(日) 

○ところ  高砂市総合体育館 

※男子個人戦 

     ６０㎏以下級        西山 （負傷のため棄権）    

 ６６㎏以下級        坂本 （2回戦敗退） 

※女子個人戦 

     ５７㎏以下級        増田 出場 

○第 36回近畿高等学校柔道研修会 

○と き  平成 2７年 12月 26日(土)～28日（月） 

○ところ  天理教高柔道場 

 

 


