
第51回北信越柔道選手権大会結果

順　位 県　名 段位

第１位 (石川県) 四段

第２位 (新潟県) 五段

第３位 (新潟県) 四段

○

○

○

W

○

○

W

○

○

○

○
○

Y

○
○

☆男子敗者復活戦

○

○

Y五十嵐遼介 (新潟県)

増田　　航

星野　太駆 (新潟県)
五十嵐遼介優勢勝⑮

増田　　航

中澤　優太 (長野県)
横四方固⑭

増田　　航 (新潟県)

払腰⑬

横四方固⑥ 室木　修幸

蛯谷　和陽 (富山県) 16

合せ技⑨ 室木　修幸

室木　修幸 (石川県) 15

大外刈⑪ 五十嵐遼介

橋爪　　謙 (長野県) 13

合せ技③ 五十嵐遼介

優勢勝⑤ 中村　圭佑

中村　圭佑 (福井県) 14

宮林　寛太 (富山県) 12

中村　拓郎GS支釣込足⑫

二谷　修平 (福井県) 9

体落⑦ 五十嵐遼介

五十嵐遼介 (新潟県) 11

反則勝① 二谷　修平

吉川　　糧 (長野県) 10

中村　拓郎

星野　太駆 (新潟県) 5

星野　太駆

前田　伸司 (富山県) 7
反則勝⑤ 前田　伸司

宗石　忠士 (福井県) 8

支釣込足④ 星野　太駆

小宮　大倭 (石川県) 6
優勢勝⑧

中澤　優太 (長野県) 4
GS隅落⑩

中村　拓郎

高嶋　卓也 (福井県) 3
GS優勢勝② 中澤　優太

(新潟県) 2
体落⑥

●男子トーナメント戦

中村　拓郎 (石川県) 1

令和４年3月6日（日）
会場：福井県立武道館

氏　　　名 所　　属

中村　拓郎 金沢学院大学生

五十嵐遼介 新潟県警察官

増田　　航 蒼紫柔道クラブ(自営業)

横四方固① 中村　拓郎

増田　　航



第37回北信越女子柔道選手権大会結果

順　位 県　名 段位

第１位 (石川県) 四段

第２位 (長野県) 参段

第３位 (石川県) 参段

○

○

W
Y

○

W

Y

○
○

○

☆女子敗者復活戦

○

○

○

井澤　泉紀 (富山県) 11

松田　美悠

矢澤　愛理 (長野県) 8

花木　実友 9

前川菜央子 (石川県) 10

②

⑧

前川菜央子

辻　ななる (石川県) 6

松田　美悠 (富山県) 7

5

(新潟県)

坂上　　綾 (長野県)

#N/A #N/A

武居　沙知

辻　ななる

前川菜央子

GS反則勝

GS優勢勝

GS優勢勝

反則勝

GS横四方固

⑨

⑩

④

武居　沙知合せ技⑯

⑮

令和４年3月6日（日）
会場：福井県立武道館

武居　沙知

橋高　朱里

橋高　朱里

前川菜央子

反則勝

優勢勝

裏投

⑬

⑪

⑫

橋高　朱里

⑭ 坂上　　綾

GS横四方固

所　　属

●女子トーナメント戦

氏　　　名

橋高　朱里

武居　沙知

優勢勝③

前川菜央子

前川菜央子 (石川県)

武居　沙知 (長野県)

武居　沙知 (長野県) 4

中井　咲羅 (福井県)

金沢学院大学教員

長野県警察官

金沢学院大学生

高橋　純奈 (富山県) 2

坂上　　綾

坂上　　綾 (長野県) 3

合せ技⑦

橋高　朱里 (石川県) 1



北信越柔道選手権　　男子試合内容

トーナメント戦 県名 選手名 勝敗 決まり技 勝敗 選手名 県名

試合１－① (石川県) 中村　拓郎 ○ 横四方固 増田　　航 (新潟県)

試合１－② (福井県) 高嶋　卓也 GS優勢勝 W 中澤　優太 (長野県)

試合１－④ (新潟県) 星野　太駆 ○ 支釣込足 小宮　大倭 (石川県)

試合１－⑤ (富山県) 前田　伸司 ○ 反則勝 宗石　忠士 (福井県)

試合２－① (福井県) 二谷　修平 ○ 反則勝 吉川　　糧 (長野県)

試合２－③ (新潟県) 五十嵐遼介 ○ 合せ技 宮林　寛太 (富山県)

試合２－⑤ (長野県) 橋爪　　謙 優勢勝 Y 中村　圭佑 (福井県)

試合２－⑥ (石川県) 室木　修幸 ○ 横四方固 蛯谷　和陽 (富山県)

試合１－⑥ (石川県) 中村　拓郎 ○ 体落 中澤　優太 (長野県)

試合１－⑧ (新潟県) 星野　太駆 W 優勢勝 前田　伸司 (富山県)

試合２－⑦ (福井県) 二谷　修平 体落 ○ 五十嵐遼介 (新潟県)

試合２－⑨ (福井県) 中村　圭佑 合せ技 ○ 室木　修幸 (石川県)

試合１－⑩ (石川県) 中村　拓郎 ○ GS隅落 星野　太駆 (新潟県)

試合２－⑪ (新潟県) 五十嵐遼介 ○ 大外刈 室木　修幸 (石川県)

試合１－⑫ (石川県) 中村　拓郎 ○ GS支釣込足 五十嵐遼介 (新潟県)

敗者復活戦 県名 選手名 勝敗 決まり技 勝敗 選手名 県名

試合１－⑬ (新潟県) 増田　　航 ○ 払腰 中澤　優太 (長野県)

試合１－⑭ (新潟県) 増田　　航 ○ 横四方固 星野　太駆 (新潟県)

試合１－⑮ (新潟県) 増田　　航 優勢勝 Y 五十嵐遼介 (新潟県)

※　○：一本，反則勝　　W：技あり　　Y：有効

令和4年3月6日（日）
会場：福井県立武道館



北信越女子柔道選手権　　試合内容

トーナメント戦 県名 選手名 勝敗 決まり技 勝敗 選手名 県名

試合１－③ (富山県) 高橋　純奈 優勢勝 W 坂上　　綾 (長野県)

試合２－② (富山県) 松田　美悠 Y GS優勢勝 矢澤　愛理 (長野県)

試合２－④ (新潟県) 花木　実友 反則勝 ○ 前川菜央子 (石川県)

試合１－⑦ (石川県) 橋高　朱里 ○ 合せ技 坂上　　綾 (長野県)

試合１－⑨ (長野県) 武居　沙知 ○ GS反則勝 中井　咲羅 (福井県)

試合２－⑧ (石川県) 辻　ななる W GS優勢勝 松田　美悠 (富山県)

試合２－⑩ (石川県) 前川菜央子 ○ GS横四方固 井澤　泉紀 (富山県)

試合１－⑪ (石川県) 橋高　朱里 ○ 反則勝 武居　沙知 (長野県)

試合２－⑫ (石川県) 辻　ななる 裏投 ○ 前川菜央子 (石川県)

試合２－⑬ (石川県) 橋高　朱里 Y 優勢勝 前川菜央子 (石川県)

敗者復活戦 県名 選手名 勝敗 決まり技 勝敗 選手名 県名

試合２－⑮ (長野県) 坂上　　綾 GS横四方固 ○ 武居　沙知 (長野県)

試合２－⑯ (長野県) 武居　沙知 ○ 合せ技 前川菜央子 (石川県)

令和4年3月6日（日）
会場：福井県立武道館

※　○：一本，反則勝　　W：技あり　　Y：有効


