
第77回国民体育大会(栃木県)におけるトップアスリート参加資格特例措置対象者
（柔道）

●対象区分

①

②

対象期間：
設定順位：

④ ○

●対象者一覧

① ② ③ ④
1 斉藤 立 サイトウ タツル 男子100㎏超級 ○
2 ウルフ アロン ウルフ アロン 男子100㎏級 ○
3 飯田 健太郎 イイダ ケンタロウ 男子100㎏級 ○
4 増山 香補 マシヤマ コウスケ 男子90㎏級 ○
5 永瀬 貴規 ナガセ タカノリ 男子81㎏級 ○
6 藤原 崇太郎 フジワラ ソウタロウ 男子81㎏級 ○
7 大野 将平 オオノ ショウヘイ 男子73㎏級 ○
8 橋本 壮市 ハシモト ソウイチ 男子73㎏級 ○
9 丸山 城志郎 マルヤマ ジョウシロウ 男子66㎏級 ○
10 阿部 一二三 アベ ヒフミ 男子66㎏級 ○
11 髙藤 直寿 タカトウ ナオヒサ 男子60㎏級 ○
12 熊代 佑輔 クマシロ ユウスケ 男子100㎏超級 ○
13 王子谷 剛志 オオジタニ タケシ 男子100㎏超級 ○
14 原沢 久喜 ハラサワ ヒサヨシ 男子100㎏超級 ○
15 佐藤 和哉 サトウ カズヤ 男子100㎏超級 ○
16 影浦 心 カゲウラ ココロ 男子100㎏超級 ○
17 小川 雄勢 オガワ ユウセイ 男子100㎏超級 ○
18 香川 大吾 カガワ ダイゴ 男子100㎏超級 ○
19 木元 拓人 キモト タクト 男子100㎏超級 ○
20 太田 彪雅 オオタ ヒョウガ 男子100㎏超級 ○
21 松村 颯祐 マツムラ ソウスケ 男子100㎏超級 ○
22 中野 寛太 ナカノ カンタ 男子100㎏超級 ○
23 中村 雄太 ナカムラ ユウタ 男子100㎏超級 ○
24 垣田 恭兵 カキタ キョウヘイ 男子100㎏級 ○
25 羽賀 龍之介 ハガ リュウノスケ 男子100㎏級 ○
26 石内 裕貴 イシウチ ユウキ 男子100㎏級 ○
27 山口 貴也 ヤマグチ タカヤ 男子100㎏級 ○
28 関根 聖隆 セキネ キヨタカ 男子100㎏級 ○
29 神垣 和他 カミガキ カズナリ 男子100㎏級 ○
30 植岡 虎太郎 ウエオカ コタロウ 男子100㎏級 ○
31 長澤 憲大 ナガサワ ケンタ 男子90㎏級 ○
32 ベイカー 茉秋 ベイカー マシュウ 男子90㎏級 ○
33 前田 宗哉 マエダ カズヤ 男子90㎏級 ○
34 向 翔一郎 ムカイ ショウイチロウ 男子90㎏級 ○
35 田嶋 剛希 タジマ ゴウキ 男子90㎏級 ○
36 長井 晃志 ナガイ コウシ 男子90㎏級 ○
37 村尾 三四郎 ムラオ サンシロウ 男子90㎏級 ○
38 押領司 龍星 オウリョウジ リュウセイ 男子90㎏級 ○
39 森 健心 モリ ケンシン 男子90㎏級 ○
40 長島 啓太 ナガシマ ケイタ 男子81㎏級 ○
41 丸山 剛毅 マルヤマ ゴウキ 男子81㎏級 ○
42 佐藤 正大 サトウ セイダイ 男子81㎏級 ○

対象区分
備考No. 氏 名 氏（カナ） 名（カナ） 種目等

中央競技団体強化指定選手 Ａ強化・Ｂ強化

No. 区分名 備考

東京オリンピック出場者

JOCオリンピック強化指定選手

③ 国内ランキング上位者
　年　月　日～　年　月　日
上位　名



第77回国民体育大会(栃木県)におけるトップアスリート参加資格特例措置対象者
（柔道）

① ② ③ ④

対象区分
備考No. 氏 名 氏（カナ） 名（カナ） 種目等

43 小原 拳哉 コハラ ケンヤ 男子81㎏級 ○
44 佐々木 健志 ササキ タケシ 男子81㎏級 ○
45 友清 光 トモキヨ ヒカル 男子81㎏級 ○
46 渡邉 神威 ワタナベ カムイ 男子81㎏級 ○
47 賀持 喜道 カモチ ヨシミチ 男子81㎏級 ○
48 老野 祐平 オイノ ユウヘイ 男子81㎏級 ○
49 北條 嘉人 ホウジョウ ヨシト 男子81㎏級 ○
50 佐藤 雄哉 サトウ ユウヤ 男子73㎏級 ○
51 土井 健史 ドイ タケシ 男子73㎏級 ○
52 島田 隆志郎 シマダ リュウシロウ 男子73㎏級 ○
53 立川 新 タツカワ アラタ 男子73㎏級 ○
54 原田 健士 ハラダ ケンジ 男子73㎏級 ○
55 大吉 賢 オオヨシ ケン 男子73㎏級 ○
56 塚本 綾 ツカモト リョウ 男子73㎏級 ○
57 内村 秀資 ウチムラ シュウスケ 男子73㎏級 ○
58 藤阪 太郎 フジサカ タロウ 男子66㎏級 ○
59 西山 祐貴 ニシヤマ ユウキ 男子66㎏級 ○
60 磯田 範仁 イソダ ノリヒト 男子66㎏級 ○
61 藤阪 泰恒 フジサカ タイコウ 男子66㎏級 ○
62 田川 兼三 タガワ ケンゾウ 男子66㎏級 ○
63 内村 光暉 ウチムラ コウキ 男子66㎏級 ○
64 新井 雄士 アライ ユウジ 男子66㎏級 ○
65 武岡 毅 タケオカ タケシ 男子66㎏級 ○
66 相田 勇司 アイダ ユウジ 男子66㎏級 ○
67 田中 龍馬 タナカ リョウマ 男子66㎏級 ○
68 竪山 将 タテヤマ ショウ 男子60㎏級 ○
69 青木 大 アオキ ダイ 男子60㎏級 ○
70 大島 優磨　 オオシマ ユウマ 男子60㎏級 ○
71 米村 克麻 ヨネムラ カツマ 男子60㎏級 ○
72 永山 竜樹 ナガヤマ リュウジュ 男子60㎏級 ○
73 納庄 兵芽 ノウショウ ヒョウガ 男子60㎏級 ○
74 古賀 玄暉 コガ ゲンキ 男子60㎏級 ○
75 小西 誠志郎 コニシ セイシロウ 男子60㎏級 ○
76 末松 賢 スエマツ ケン 男子60㎏級 ○
77 福田 大悟 フクダ ダイゴ 男子60㎏級 ○
78 近藤 隼斗 コンドウ ハヤト 男子60㎏級 ○
79 中村 太樹 ナカムラ タイキ 男子60㎏級 ○
80 冨田 若春 トミタ ワカバ 女子78kg超級 ○
81 素根 輝 ソネ アキラ 女子78kg超級 ○
82 濵田 尚里 ハマダ ショウリ 女子78kg級 ○
83 新添 左季 ニイゾエ サキ 女子70kg級 ○
84 田中 志歩 タナカ シホ 女子70kg級 ○
85 堀川 恵 ホリカワ メグミ 女子63kg級 ○
86 舟久保 遥香 フナクボ ハルカ 女子57kg級 ○
87 阿部 詩 アベ ウタ 女子52kg級 ○
88 角田 夏実 ツノダ ナツミ 女子48kg級 ○
89 渡名喜 風南 トナキ フウナ 女子48kg級 ○
90 稲森 奈見 イナモリ ナミ 女子78kg超級 ○
91 橋本 朱未 ハシモト アケミ 女子78kg超級 ○
92 朝比奈 沙羅 アサヒナ サラ 女子78kg超級 ○
93 井上 あかり イノウエ アカリ 女子78kg超級 ○
94 秋場 麻優 アキバ マヤ 女子78kg超級 ○
95 児玉 ひかる コダマ ヒカル 女子78kg超級 ○
96 粂田 晴乃 クメダ ハルノ 女子78kg超級 ○



第77回国民体育大会(栃木県)におけるトップアスリート参加資格特例措置対象者
（柔道）

① ② ③ ④

対象区分
備考No. 氏 名 氏（カナ） 名（カナ） 種目等

97 髙橋 瑠璃 タカハシ ルリ 女子78kg超級 ○
98 佐藤 瑠香 サトウ ルイカ 女子78kg級 ○
99 髙山 莉加 タカヤマ リカ 女子78kg級 ○
100 梅木 真美 ウメキ マミ 女子78kg級 ○
101 泉 真生 イズミ マオ 女子78kg級 ○
102 梅津 志悠 ウメヅ シユウ 女子78kg級 ○
103 佐々木 ちえ ササキ チエ 女子78kg級 ○
104 和田 梨乃子 ワダ リノコ 女子78kg級 ○
105 古枝 あさひ フルエダ アサヒ 女子78kg級 ○
106 大野 陽子 オオノ ヨウコ 女子70kg級 ○
107 宇野 友紀子 ウノ ユキコ 女子70kg級 ○
108 杉山 歌嶺 スギヤマ ウタネ 女子70kg級 ○
109 寺田 宇多菜 テラダ ウタナ 女子70kg級 ○
110 多田 純菜 タダ ジュンナ 女子70kg級 ○
111 朝飛 真実 アサヒ マミ 女子70kg級 ○
112 桑形 萌花 クワガタ モカ 女子70kg級 ○
113 田代 未来 タシロ ミク 女子63kg級 ○
114 山本 杏 ヤマモト アンズ 女子63kg級 ○
115 土井 雅子 ドイ マサコ 女子63kg級 ○
116 鍋倉 那美 ナベクラ ナミ 女子63kg級 ○
117 幸田 奈々 コウタ ナナ 女子63kg級 ○
118 渡邉 聖子 ワタナベ セイコ 女子63kg級 ○
119 立川 桃 タツカワ モモ 女子63kg級 ○
120 山口 葵良梨 ヤマグチ キラリ 女子63kg級 ○
121 宇髙 菜絵 ウダカ ナエ 女子57kg級 ○
122 玉置 桃 タマオキ モモ 女子57kg級 ○
123 鶴岡 来雪 ツルオカ コユキ 女子57kg級 ○
124 芳田 司 ヨシダ ツカサ 女子57kg級 ○
125 柴田 理帆 シバタ リホ 女子57kg級 ○
126 竹内 鈴 タケウチ リン 女子57kg級 ○
127 富沢 佳奈 トミザワ カナ 女子57kg級 ○
128 渕田 萌生 フチダ メグミ 女子57kg級 ○
129 志々目 愛 シシメ アイ 女子52kg級 ○
130 前田 千島 マエダ チシマ 女子52kg級 ○
131 武田 亮子 タケダ リョウコ 女子52kg級 ○
132 中内 柚里 ナカウチ ユリ 女子52kg級 ○
133 坪根 菜々子 ツボネ ナナコ 女子52kg級 ○
134 白石 響 シライシ ヒビキ 女子52kg級 ○
135 立川 莉奈 タツカワ リナ 女子52kg級 ○
136 小倉 葵 オグラ アオイ 女子48kg級 ○
137 馬場 彩子 ババ アヤコ 女子48kg級 ○
138 谷口 由夏 タニグチ ユウカ 女子48kg級 ○
139 渡邉 愛子 ワタナベ アイコ 女子48kg級 ○
140 古賀 若菜 コガ ワカナ 女子48kg級 ○
141 吉岡 光 ヨシオカ ヒカリ 女子48kg級 ○


