
 

 

 

 

 

 

 

 

 

柔道部 
宇都宮短期大学附属高等学校 

「精力善用」「自他共栄」 

に基づき，精進しています！ 



 

 

           

 

                      

日々、稽古に励んでいます 

充実した第３体育館での練習 



◎主な進路  

○大学等進学  

福井大学（医学部）、宇都宮大学、茨城大学、愛媛大学、琉球大学、東京理科大学、 法

政大学、専修大学、東京農業大学、日本大学、日本体育大学、東京女子体育大学、 山

梨学院大学、帝京平成大学、杉野服飾大学、宇都宮共和大学、宇都宮短期大学  

○就職  

防衛省、栃木県警察、ホテルニューオータニ、横浜ポンパドウル  

 

◎主な戦績 

令和４年度  
〇栃高体連総合体育大会兼関東予選（令和 4年 5 月 1 日）  

女子団体 ベスト８ 

〇JOC ジュニアオリンピックカップ 県予選（令和 4年 5 月 15 日） 

 女子個人 57ｋｇ以下級 ベスト８ 野尻  結衣（姿川中出身） 

ベスト８ 植松明日香（芳賀中出身） 

〇令和４年度全国高等学校総合体育大会柔道競技栃木県予選会（令和 4年 6 月 19 日）  

女子個人 48ｋｇ以下級 ベスト３  軽部 心海（氏家中出身） 

女子個人 78ｋｇ以下級 ベスト３  大場 日向子（喜連川中出身） 

 

令和３年度  
〇全国高校総体柔道競技県予選（令和 3 年 5 月 30 日） 

 女子個人 52kg 以下級 第３位 大森 心晴（粟野中出身）  

78kg 以下級 第３位 大場 日向子（喜連川中出身） 

〇JOC ジュニアオリンピックカップ 県予選（令和 3 年 5 月 15 日） 

 女子個人 57ｋｇ以下級 第３位 藤田 丹瑚（姿川中出身）関東大会出場  

○中部支部柔道大会（令和 3 年 7 月 12 日） 

 女子個人 52kg 級 優 勝 大森 心晴（粟野中出身）  

63kg 級 優 勝 湯沢 菜月（横川中出身）  

63kg 級 準優勝 竹澤 陽葵（宝木中出身）  

63kg 級 第３位 藤田 丹瑚（姿川中出身）  

無差別級 第３位 福嶋姫月（清原中出身）  

〇栃木県高等学校新人柔道大会（令和 3 年 11 月 5・6 日）  



男子個人 無段 73kg 以下級 優 勝 鈴木 蔵之介（湯津上中出身）  

女子個人 48kg 以下級 第３位 軽部 心海（氏家中出身）  

57kg 以下級 第３位 植松 明日香（芳賀中出身）  

70kg 以下級 第３位 福嶋 姫月（清原中出身）  

78kg 以下級 準優勝 大場 日向子（喜連川中出身） 

 無段 優 勝 奥山 未涼（南犬飼中出身）  

○全国高等学校柔道選手権大会栃木県大会（令和 3 年 1 月 15・16 日） 

 女子個人 57kg 以下級 第３位 植松 明日香（芳賀中出身）  

第３位 野尻 結衣（姿川中出身）  

 

令和２年度  
〇栃木県高等学校新人柔道大会（令和 2 年 11 月 7・8 日） 

 女子個人 52 kg以下級 第３位 大森 心晴（粟野中出身）  

57 kg以下級 第３位 藤田 丹瑚（姿川中出身）  

70 kg以下級 第３位 菊池 真奈（大田原中出身）  

 

令和元年度  
〇全国高等学校柔道選手権大会栃木県大会（令和 2 年 1 月 18・19 日）  

女子個人 52kg 以下級 優 勝 中里 みや（北高根沢中出身） 

 52kg 以下級 準優勝 松本 鈴愛（厚崎中出身）  

57kg 以下級 準優勝 町井 杏奈（古里中出身）  

63kg 以下級 準優勝 湯沢 菜月（横川中出身）  

57kg 以下級 第 3 位 塙 千依（姿川中出身）  

57kg 以下級 第 3 位 藤田 丹瑚（姿川中出身）  

63kg 以下級 第 3 位 竹澤 陽葵（宝木中出身）  

女子団体 第 3 位  

〇栃木県高等学校新人柔道大会（令和元年 11 月 9・10 日）  

女子団体 第３位  

女子個人 52 ㎏以下級 優勝 中里 みや（北高根沢中出身） 

 52㎏以下級 第３位 松本 鈴愛（厚崎中出身）  

57㎏以下級 準優勝 町井 杏奈（古里中出身）  

57㎏以下級 第３位 塙 千依（姿川中出身）  

63㎏以下級 準優勝 湯沢 菜月（横川中出身）  

63㎏以下級 第３位 竹澤 陽葵（宝木中出身）  

70㎏以下級 第３位 菊池 真奈（大田原中出身） 

 〇栃木県高等学校 1 年生柔道大会（令和元年 9 月８日）  

女子個人 63ｋｇ以下級 第３位 湯沢 菜月（横川中出身） 



 〇中部支部柔道大会（令和元年 7 月 13 日）  

女子個人 52 ㎏以下級 優勝 中里 みや（北高根沢中出身） 

 63kg 以下級 準優勝 塙 千依（姿川中出身）  

52kg 以下級 第３位 松本 鈴愛（厚崎中出身）  

63kg 以下級 第３位 竹澤 陽葵（宝木中出身） 

 〇国体栃木県予選（令和元年 6 月 30 日）  

女子個人 52kg 以下級 準優勝 中里 みや（北高根沢中出身） 

 〇全国高校総体柔道競技県予選（令和元年 6 月 17・22 日）  

女子団体 第３位  

女子個人 52㎏以下級 準優勝 中里 みや（北高根沢中出身） 

 57ｋｇ以下級 第３位 町井 杏奈（古里中出身） 

 〇JOC ジュニアオリンピックカップ 県予選（令和元年 5 月 11 日） 

 女子個人 52ｋｇ以下級 ４位 町井 杏奈（古里中出身）  

女子個人 57ｋｇ以下級 ４位 中里 みや（北高根沢中出身） 

 〇栃高体連総合体育大会兼関東予選（令和元年 5 月 4・5 日）  

女子団体 第３位  

女子個人 52㎏以下級 準優勝 中里 みや（北高根沢中出身） 関東大会出場  

女子個人 57ｋｇ以下級 第３位 町井 杏奈（古里中出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


