
第６６回中国高等学校柔道大会岡山県予選会
岡山武道館
平成３１年４月２０日（土）
男子団体戦
１回戦
倉敷古城池 2 - ② 水島工業

先鋒 板野　　駆 ２年 × 引き分け ×
次縫 鴨井　怜央 ２年 背負落
中堅 田中　瑠伊 ３年 払巻込 ○
副将 松田　　力 ３年 ○ 合わせ技

大将 齊藤　熙杜 ３年 払巻込 ○
平成３１年４月２１日（日）
男子個人戦
６０ｋｇ級
２回戦 田中　瑠伊 ３年 ○ 袖釣込腰

３回戦 田中　瑠伊 ３年 ○ 内股
準々決勝 田中　瑠伊 ３年 縦四方固 ○
7・8位決定戦 田中　瑠伊 ３年 ○ 棄権勝
5・6位決定戦 田中　瑠伊 ３年 ＧＳ横四方固 ○
２回戦 板野　　駆 ２年 内股 ○
２回戦 小林　陽之 ２年 内股 ○
６６ｋｇ級
２回戦 齊藤　熙杜 ３年 合わせ技 ○
１回戦 鴨井　怜央 ２年 背負投
２回戦 斎藤　光貴 ２年 合わせ技 ○
８１ｋｇ級
２回戦 松田　　力 ３年 ○ 合わせ技
準々決勝 松田　　力 ３年 ○ 大内刈
準決勝 松田　　力 ３年 （小内巻込）

決勝 松田　　力 ３年 合わせ技 ○

◎男子６０ｋｇ級　田中　瑠伊（３年）　第６位
◎男子８１ｋｇ級　松田　　 力（３年）　第２位



第５８回岡山県高等学校総合体育大会
兼第６８回全国高等学校柔道大会岡山県予選会
岡山武道館
令和元年６月１日（土）
男子団体戦
１回戦
倉敷古城池 1 - ③ 岡山学芸館

先鋒 板野　　駆 ２年 肩固 ○
次縫 田中　瑠伊 ３年 合わせ技 ○
中堅 鴨井　怜央 ２年 ○ 谷落
副将 松田　　力 ３年 × 引き分け ×
大将 齊藤　熙杜 ３年 横四方固 ○

令和元年６月２日（日）
男子個人戦
６０ｋｇ級
１回戦 能登　大樹 １年 送襟絞 ○
２回戦 板野　　駆 ２年 合わせ技 ○
２回戦 小林　陽之 ２年 崩袈裟固 ○
２回戦 田中　瑠伊 ３年 ○ ＧＳ大外刈

３回戦 田中　瑠伊 ３年 ○ 一本背負投

準々決勝 田中　瑠伊 ３年 一本背負投

６６ｋｇ級
１回戦 鴨井　怜央 ２年 支釣込足

１回戦 斎藤　光貴 ２年 縦四方固 ○
２回戦 齊藤　熙杜 ３年 合わせ技 ○
２回戦 鴨井　怜央 ２年 袖釣込腰 ○
８１ｋｇ級
２回戦 松田　　力 ３年 ○ 大外刈
準々決勝 松田　　力 ３年 ○ 大内刈
準決勝 松田　　力 ３年 送襟絞 ○

◎男子６０ｋｇ級　田中　瑠伊（３年）　ベスト８
◎男子８１ｋｇ級　松田　　 力（３年）　第３位



第６６回中国高等学校柔道大会
岡山武道館
令和元年６月１６日（日）
男子個人戦
８１ｋｇ級
予選１回戦 松田　　力 ３年 ＧＳ小内刈

第７４回国民体育大会岡山県予選会
令和元年６月２３日（土）
岡山武道館
男子個人戦
６０ｋｇ級
１回戦 板野　　駆 ２年 合わせ技 ○
１回戦 小林　陽之 ２年 送襟絞 ○
１回戦 能登　大樹 １年 合わせ技 ○
７３ｋｇ級
１回戦 鴨井　怜央 ２年 ＧＳ浮落
１回戦 斎藤　光貴 ２年 ○ 不戦勝
２回戦 斎藤　光貴 ２年 袖釣込腰 ○



令和元年度岡山大学高校生柔道交流大会
令和元年７月２０日（土）
岡山大学教育学部柔道場
予選リーグ１試合目
倉敷古城池 ⑤ - 0 高松農業

先鋒 板野　　駆 ２年 K （指導差２）

次縫 鴨井　怜央 ２年 ○ 内股
中堅 斎藤　光貴 ２年 ○ 合わせ技

副将 能登　大樹 １年 ○ 合わせ技

大将 小林　陽之 ２年 ○ 不戦勝 -

予選リーグ２試合目
倉敷古城池 1 - ④ 社

先鋒 能登　大樹 １年 ○ 不戦勝
次縫 小林　陽之 ２年 小内巻込 ○
中堅 板野　　駆 ２年 払腰 ○
副将 斎藤　光貴 ２年 合わせ技 ○
大将 鴨井　怜央 ２年 崩上四方固 ○

＊１勝１敗予選リーグ敗退

第６９回岡山県高等学校柔道優勝大会
兼第２０回中国高等学校柔道新人大会岡山県予選会
岡山武道館
令和元年１０月２５日（金）
男子団体戦
１回戦
倉敷古城池 ③ - 2 倉敷鷲羽

先鋒 板野　　駆 ２年 ○ 合わせ技

次縫 斎藤　光貴 ２年 払腰 ○
中堅 鴨井　怜央 ２年 （小外刈）

副将 能登　大樹 １年 ○ 不戦勝
大将 小林　陽之 ２年 ○ 不戦勝

２回戦
倉敷古城池 0 - ⑤ 作陽

先鋒 板野　　駆 ２年 小外刈 ○
次縫 斎藤　光貴 ２年 払腰 ○
中堅 鴨井　怜央 ２年 払腰 ○
副将 能登　大樹 １年 払腰 ○
大将 小林　陽之 ２年 体落 ○

敗者復活１回戦
倉敷古城池 ② - 2 水島工業

先鋒 小林　陽之 ２年 支釣込足 ○



次縫 板野　　駆 ２年 × 引き分け ×
中堅 斎藤　光貴 ２年 ○ 大外刈
副将 鴨井　怜央 ２年 ○ 内股
大将 能登　大樹 １年 谷落 ○

代表戦 鴨井　怜央 ２年 （谷落）
敗者復活２回戦
倉敷古城池 0 - ⑤ 勝間田

先鋒 板野　　駆 ２年 （指導差２） Ｋ
次縫 斎藤　光貴 ２年 一本背負投 ○
中堅 鴨井　怜央 ２年 合わせ技 ○
副将 能登　大樹 １年 一本背負投 ○
大将 小林　陽之 ２年 横四方固 ○

令和元年１０月２６日（土）
男子個人戦
６０ｋｇ級
１回戦 能登　大樹 １年 背負投 ○
１回戦 板野　　駆 ２年 巴投 ○
６６ｋｇ級
１回戦 鴨井　怜央 ２年 大腰 ○
１回戦 小林　陽之 ２年 合わせ技 ○
１回戦 斎藤　光貴 ２年 肩固 ○

第４２回全国高等学校柔道選手権大会岡山大会
岡山武道館
令和２年１月１８日（土）
男子団体戦
１回戦
倉敷古城池 ３人残し 岡山商大附
先鋒 能登　大樹 １年 ○ 合わせ技
先鋒 能登　大樹 １年 ○ 合わせ技
先鋒 能登　大樹 １年 横四方固○
次縫 小林　陽之 ２年 ○ 支釣込足
次縫 小林　陽之 ２年 払腰 ○
中堅 斎藤　光貴 ２年 ○ 払腰
副将 板野　　駆 ２年
大将 鴨井　怜央 ２年
２回戦
倉敷古城池 ５人残し 関西
先鋒 板野　　駆 ２年 横四方固 ○
次縫 鴨井　怜央 ２年 払巻込 ○
中堅 斎藤　光貴 ２年 合わせ技 ○



副将 小林　陽之 ２年 内股 ○
大将 能登　大樹 １年 内股 ○
令和２年１月１９日（日）
男子個人戦
６０ｋｇ級
１回戦 板野　　駆 ２年 （内股）
１回戦 能登　大樹 １年 合わせ技 ○
２回戦 板野　　駆 ２年 合わせ技 ○
６６ｋｇ級
１回戦 鴨井　怜央 ２年 送襟絞 ○
１回戦 小林　陽之 ２年 横四方固 ○
１回戦 斎藤　光貴 ２年 横四方固 ○


