
　大会等の名称
開催年月

日
開催場所 成績または内容

男子個人　 60kg級　出場       西脇　祥太

                  出場       水谷　秀治

          66kg級　2回戦進出    森　建人

                　3回戦進出  石川　雄大

　　　          　3位        多田　直人

        　73kg級  3位        馬島　孝治

　　　　　100kg級  出場       磯川　章磨

女子個人  52kg級  出場        平光　里香

高校男子  73kg級  出場       馬島　孝治

        100kg級  出場       磯川　章磨

一般男子  60kg級  出場       正村　将治

　               出場       村瀬　俊介

         73kg級  出場       野田　嵩人

　               出場       中嶋　雄太

       　90kg級  出場       脇田　大樹

　               出場       矢野　和幸

               　出場       坂東　利哉

一般女子 70kg級   出場       前原　未佳

　               出場      石川　真理子

男子　　73kg級　　3位　　　　野田　嵩人

　　 　100㎏級　　出場      中嶋　雄太

       100kg級   3位       坂東　利哉

女子    78kg級   出場       石川　真理子

男子 無段 73kg超級 優勝 トュブシンバ
ド

                     3位   森　貴寛

                     3位   森　建人

男子  有段    66kg級  出場  石川　雄大

                     出場  水谷　秀治

                     出場  西脇　祥太

                     2位   村瀬　俊介

                     3位   正村　将治

                     3位   多田　直人

               2回戦進出   桐山　雄一朗

             81kg級  優勝  脇田　大樹

                    3位    野田　嵩人

                    3位    髙木　雅也

               2回戦進出   中嶋　雄太

               2回戦進出   馬島　孝治

          81kg超級   3位   坂東　利哉

                     3位   矢野　和幸

女子  無段           優勝   平光　里香

女子  有段   70kg級 2回戦進出  前原　未佳

                    2位       石川真理子

男子団体（全国予選）  優勝

勝ち抜き戦  優勝

男子  個人    60kg級   優勝  村瀬　俊介

                    準優勝  正村　将治

                      3位   桐山　雄一朗

                      3位   水谷　秀治

              73kg級  優勝   野田　嵩人

                    準優勝   石川　雄大

                     出場    中嶋　雄太

                     出場    多田　直人

              90kg級  優勝   脇田　大樹

岐阜県柔道体重別選手権大会
兼国民体育大会選手選考会

全日本ジュニア体重別選手権県
岐阜県選考会

6月15日
岐阜メモリアルセン

ター

岐阜県学生柔道選手権大会
兼三岐学生柔道対抗試合予選

東海高専大会柔道競技 ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

平成20 年度　岐阜高専柔道部活動報告

岐阜県高校総体兼全国・東海高
校総体柔道競技岐阜県予選

岐阜メモリアルセン
ター

岐阜県高校総体兼全国・東海高
校総体柔道競技岐阜地区予選

4月27日
岐阜メモリアルセン

ター

6月1日
岐阜メモリアルセン

ター

7月5日

7月6日

6月22日
岐阜メモリアルセン

ター



                      3位    矢野　和幸

                2回戦進出     馬島　孝治
出場 トュブシンバ

ド

            90kg超級  優勝   坂東　利哉

                   準優勝    磯川　章磨

女子  個人     52kg級  優勝  平光　里香

              63kg級  優勝   前原　未佳

            63kg超級  優勝   石川　真理子

男子団体  準優勝

男子個人   60kg級  出場    村瀬　俊介

           73㎏級  準優勝  野田　嵩人

           90kg級 3回戦進出 脇田　大樹

         90kg超級 2回戦進出 坂東　利哉

女子個人  52kg級   出場     平光　里香

          63kg級   優勝    前原　未佳

        63kg超級  優勝     石川　真理子

岐阜地区総合体育大会 10月18日
岐阜メモリアルセン

ター 男子団体   3位

男子団体   2位

女子団体   3位

男子  優勝   石川　雄大,西脇　祥太ﾍﾟｱ

      4位   桐山　雄一朗,馬島　孝治ﾍﾟｱ

      5位   森　建人,水谷　秀治ﾍﾟｱ
全国高校柔道選手権男女団体県
予選

10月18日
岐阜メモリアルセン

ター 男子団体３位

男子個人  60kg級  ２回戦進出  西脇　祥太

         66kg級   7位        水谷　秀治

                  出場       森　建人

         73kg級   7位        石川　雄大

岐阜県学生柔道連盟代表選手

高木雅也、脇田大樹、野田嵩人、正村将治
矢野和幸、村瀬俊介、坂東利哉

1月25日 男子団体   出場

男子個人  66ｋｇ級  出場  水谷　秀治

         73ｋｇ級  出場  石川雄大

全日本女子柔道選手権
岐阜県予選

2月8日 大垣武道館
女子個人  無差別  出場  石川　真理子

参加高専
舞鶴高専、和歌山高専、富山高専、鈴鹿高専
長岡高専、長野高専

東海高専大会柔道競技 ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

函館高専体育館

7月6日

岐阜メモリアルセン
ター

三岐学生柔道対抗試合 12月7日

岐阜県柔道形選手権大会

10月19日岐阜県学生柔道優勝大会

11月3日

全国高専大会柔道競技 8月25日

岐阜メモリアルセン
ター

岐阜メモリアルセンター

岐阜メモリアルセン
ター

岐阜経済大学

岐阜県高校柔道個人新人大会

全国高専合宿
3月28日～31

日
岐阜メモリアルセンター

2月1日

岐阜県下高等学校新人柔道大会
地区予選

12月6日


