
▼男子１００ｋｇ超級 
 
▽１回戦 
３松本 雄三        優勢勝      ３中村 栄一 
（はっとり接骨院）             （セコム上信越） 
３窪田 皓介        Ｇ・Ｓ判定勝   ３横堀 修一 
（セントラル警備保障）           （セコム上信越） 
４百瀬 晃士○      大外刈      初沼田 康弘 
（国士舘柔道クラブ）            （東レ・滋賀） 
２小田口 真也      払腰      ○５大鋸 新 
（九電工）                 （旭化成） 
３森 俊介        Ｇ・Ｓ判定勝   ３松岡 禎基 
（九州電力）                （東芝） 
３岡村 照久○      背負投      ２山崎 茂樹 
（はっとり接骨院）             （十全会・回生病院） 
初松原 亮太       大内刈     ○３白石 涼 
（十全会・おおりん病院）          （三菱化成物流） 
 
▽２回戦 
３木村 純○       上四方固     ３木村 元太 
（旭化成）                 （日柔整請求サービス） 
３川野 達也       Ｇ・Ｓ優勢勝  ４秋田 信善 
（九州電力）                （福岡医健専門学校） 
３半澤 秀幸       大外返     ○２崎村 栄一郎 
（ワイエスフード）             （戸髙鉱業社） 
４山岡 靖英       払腰      ○４佐藤 充弘） 
（十全会・おおりん病院）          （日本中央競馬会 
３鎮守 直樹○      袈裟固      初高木 英哲 
（十全会・回生病院）            （米田柔整専門学校） 
２折田 裕介        Ｇ・Ｓ優勢勝    ３岩佐 直史 
（日経サービス）              （東日本旅客鉄道） 
３合田 良太        優勢勝       ２木藤 翼 
（ダイコロ）                （東レ・滋賀） 
４工藤 龍輝○      横四方固      ３松本 雄三 
（綜合警備保障） 
 



４高井 洋平       不戦勝     ○４嶺 直樹 
（旭化成）                 （九州電力） 
３後藤 貴陸       横四方固    ○４鈴木 龍 
（十全会・おおりん病院）          （日本中央競馬会） 
４平岡 政憲       大外刈     ○４里山 裕晃 
（関西医療学園）              （ぎふ柔道クラブ） 
２田中 祐介       払腰      ○３窪田 皓介 
（大阪ガス） 
４須藤 紘司       優勢勝       ３船津 正貴 
（京葉ガス）                （新日本製鐵・広畑） 
２菅井 幸治       大内刈     ○３三浦 翔平 
（センコー）                （日本エースサポート） 
３西村 久毅       優勢勝      初山冨 聖矢 
（了德寺学園）               （三菱重工・名古屋） 
３尾見谷 竜一      Ｇ・Ｓ優勢勝  ４百瀬 晃士 
（日経サービス） 
３村上 和幸       不戦勝     ○３紺野 大輔 
（綜合警備保障）              （京葉ガス） 
２石川 潤        Ｇ・Ｓ優勢勝  ３石崎 太亜帆 
（セントラル警備保障）           （日経サービス）   
３津志田 稔宏○     合せ技      ２田村 考志 
（十全会・おおりん病院）          （セコム上信越） 
２横尾 昭夫       払腰      ○５大鋸 新 
（日光警備保障） 
４高橋 和彦       不戦勝     ○２土田 将正 
（新日本製鐵・広畑）            （十全会・聖明病院） 
３桶谷 知生○      大外刈      ３石井 直人 
（立花学園柔道クラブ）           （秋大柔道クラブ） 
４坂本 雄大○      体落       ３荒木 英志 
（セコム）                 （錦秀会・阪和病院） 
２堀口 健太       支釣込足    ○３松岡 禎基 
（井野整形外科） 
４市川 裕治       Ｇ・Ｓ優勢勝  ４片渕 慎弥   
（京葉ガス）                （日本中央競馬会） 
４尾本 裕也○      横四方固     ３伊藤 祐司 
（九州電力）                （セコム上信越） 



３中島 石積○      崩袈裟固     ２戸川 裕介 
（日本エースサポート）           （綜合警備保障） 
４高橋 光一郎      ＧＳ優勢勝    ３岡村 照久 
（戸髙鉱業社）  
４佐藤 武尊       Ｇ・Ｓ判定勝  ４森田 祥一 
（了德寺学園）               （新日本製鐵・広畑） 
３渡辺 大祐       両者棄権      ２立松 直樹 
（京都医健専門学校）            （米田柔整専門学校） 
４松山 毅○       横四方固      ３佐々田 裕良 
（旭化成）                 （ダイコロ） 
２河井 修二○      合せ技       ３白石 涼 
（東レ・滋賀） 
 
▽３回戦 
３木村 純        優勢勝       ４秋田 信善 
２崎村 栄一郎      優勢勝      ４佐藤 充弘 
３鎮守 直樹○      外巻込        ２折田 裕介 
３合田 良太○      大外刈       ４工藤 龍輝 
４嶺 直樹        合せ技      ○４鈴木 龍 
４里山 裕晃○      合せ技       ３窪田 皓介 
４須藤 紘司○      大外刈       ３三浦 翔平 
３西村 久毅       上四方固     ○４百瀬 晃士 
３紺野 大輔○      大内刈       ３石崎 太亜帆 
３津志田 稔宏      崩袈裟固     ○５大鋸 新 
２土田 将正       Ｇ・Ｓ判定勝    ３桶谷 知生 
４坂本 雄大       Ｇ・Ｓ判定勝    ３松岡 禎基 
４片渕 慎弥○      総合勝        ４尾本 裕也 
３中島 石積       袈裟固       ○３岡村 照久 
４森田 祥一○      不戦勝 
４松山 毅         優勢勝        ２河井 修二 
 
▽４回戦 
３木村 純○      上四方固        ４佐藤 充弘 
３鎮守 直樹      大外刈        ○３合田 良太 
４鈴木 龍        棄権勝      ○４里山 裕晃 
４須藤 紘司        Ｇ・Ｓ優勢勝     ４百瀬 晃士 



３紺野 大輔       優勢勝       ５大鋸 新 
３桶谷 知生○      袈裟固       ３松岡 禎基 
４片渕 慎弥○      横四方固       ３岡村 照久 
４森田 祥一       優勢勝        ４松山 毅 
 
▽５回戦  
３木村 純        Ｇ・Ｓ判定勝   ３合田 良太 
４里山 裕晃       優勢勝       ４須藤 紘司 
５大鋸 新         内股すかし     ○３桶谷 知生 
４片渕 慎弥○      小外刈       ４森田 祥一 
 
▽準決勝戦 
３合田 良太       一本背負投    ○４須藤 紘司 
３桶谷 知生       合せ技       ○４片渕 慎弥           
 
▽決勝戦 
４須藤 紘司○      内股          ４片渕 慎弥 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▼ 男子１００ｋｇ級 
 
▽1 回戦 
４西田 清二      支釣込足     ○３角 健太郎 
（東日本旅客鉄道）             （京都医健専門学校） 
３小林 勇介      片羽絞      ○３増田 圭省 
（ナルックス）               （セコム） 
４棚橋 正典      Ｇ・Ｓ判定勝   ４中山 修 
（豊田自動織機）              （東芝） 
２御崎 正人      不戦勝      ○３緑川 和輝 
（関西医療学園）              （川越少年刑務所） 
４佐藤 淳史      肩車       ○３大熊 将史 
（ＭＪＣ）                 （日本通運） 
３林 立峰○      横四方固      ２小林 雄吾 
（京葉ガス）                （綜合警備保障） 
３青木 勝士○     小外刈       ２森安 義次 
（セコム）                 （日経サービス） 
２平江 勝       払巻込      ○４岡田 建彦 
（本田技研・熊本）             （東レ・滋賀） 
３合田 大二郎     不戦勝      ○３當眞 和季 
（日本エースサポート）            （東芝） 
４永田 尚道○     すくい投      ３武井 寛明 
（大阪府柔道整復師柔道連盟）        （センコー） 
３宮下 和也○      内股        ２山根 正則 
（ダイコロ）                （関西電力） 
３斉藤 俊一○      帯取返       ５平田 和義 
（アドリアインターナショナル）       （ひらた整骨院） 
初谷口 邦明○      背負投       ２阪本 大地 
（日光警備保障）              （明治東洋医学院専門学校） 
５中濱 真吾      Ｇ・Ｓ判定勝   ３齋藤 俊 
（京葉ガス）                （新日本製鐵・広畑） 
３田矢 信二      内股       ○３北沢 好広 
（綜合警備保障）              （十全会・聖明病院） 
 
 
 



▽２回戦 
３森本 翔太      Ｇ・Ｓ判定勝    ２角 明典 
（了德寺学園）               （東レ・滋賀） 
３久保寺 佑次郎    優勢勝      ３三宅 恵介 
（東芝）                  （ツクバ計画） 
３長谷川 賢○     背負投       ２松岡 晃史 
（日本通運）                （十全会・おおりん病院） 
３石川 啓示      内股       ○３角 健太郎 
（長岡綜合食品店） 
２崎村 和幸○     小外掛       ２下川 真幸 
（戸髙鉱業社）               （関西大学柔友会） 
４西山 将士○     大外刈       ３増田 圭省 
（新日本製鐵・広畑） 
４馬場 大輔      大外刈      ○２延時 暁寿 
（ぎふ柔道クラブ２１）          （ワイエスフード） 
２吉岡 信明      Ｇ・Ｓ判定勝    ４中山 修 
（綜合警備保障） 
３本郷 光道○     大内刈       初泉 雄喜 
（フォーリーフジャパン）          （十全会・回生病院） 
４杉本 秀人      大外刈      ○３緑川 和輝 
（インターセクションズ） 
２津堅門 守      裏投       ○３武田 雅史 
（ひらた整骨院）              （東芝） 
５池田 征司○     袈裟固       ３大熊 将史 
（明治東洋医学院専門学校） 
３野田 嘉明○     大外刈       ３岡本 卓磨 
（旭化成）                 （三菱化学物流） 
３堀口 毅       大腰       ○３林 立峰 
（アーバンセキュリティ） 
２吉岡 勇樹      不戦勝      ○３望月 直也 
（東海旅客鉄道）              （セントラル警備保障） 
３志村 優太○     小外掛       ３青木 勝士 
（東芝） 
３濱上 耕平○     合せ技       ２西野 慎太郎 
（綜合警備保障）              （明治東洋医学院専門学校） 
 



３出口 雄樹○     大外落       ４岡田 建彦 
（旭化成） 
３有賀 元晴      優勢勝       ２長岡 竜二 
（セコム）                 （日本生命保険） 
３小野 武志      内股       ○３當眞 和季 
（セントラル警備保障） 
２岩本 義志      出足払      ○３千葉 満仁 
（新日本製鐵・広畑）           （まるや接骨院） 
３小阪 篤志      縦四方固     ○４永田 尚道 
（日本通運） 
３鈴木 盛将      朽木倒      ○５川波 慎太郎 
（東芝）                 （九州電力） 
３戸邉 竜二      小外掛      ○３宮下 和也 
（アーバンセキュリティ） 
３奥井 真也○     朽木倒       ３廣瀬 尊 
（東芝）                  （旭化成） 
３松浦 將和      腕がらみ     ○３斉藤 俊一 
（関西医療学園） 
３細田 真史      内股       ○３柴田 真 

（セコム） 
３遠藤 広基      優勢勝        初谷口 邦明 
（三菱化学物流） 
２久米川 弘文     不戦勝       ○３坂本 厚 
（東芝）                  （セントラル警備保障） 
４小川 貴則      不戦勝       ○３齋藤 俊 
（新井柔道倶楽部）  
３吉村 聖二      合せ技       ○２一色 謙作 
（ゆうスポーツクラブ）           （日経サービス） 
３今井 敏博○     大外刈        ３北沢 好広 
（綜合警備保障） 
 
▽３回戦 
３森本 翔太      Ｇ・Ｓ判定勝     ３三宅 恵介 
３長谷川 賢○     腕挫十字固      ３角 健太郎 
２崎村 和幸      大外刈       ○４西山 将士 
２延時 暁寿○     小外掛        ２吉岡 信明 



３本郷 光道○     内股         ３緑川 和輝 
３武田 雅史      Ｇ・Ｓ判定勝      ５池田 征司 
３野田 嘉明      優勢勝        ３林 立峰 
３望月 直也      横車        ○３志村 優太 
３濱上 耕平      大外刈       ○３出口 雄樹 
３有賀 元晴      払巻込       ○３當眞 和季 
３千葉 満仁      Ｇ・Ｓ判定勝      ４永田 尚道 
５川波 慎太郎     腕挫腕固       ○３宮下 和也 
３奥井 真也○     大外刈         ３斉藤 俊一 
３柴田 真○      一本背負投       ３遠藤 広基 
３坂本 厚       優勢勝        ３齋藤 俊 
２一色 謙作      小外刈        ○３今井 敏博 
 
▽４回戦 
３森本 翔太      優勢勝        ３長谷川 賢 
４西山 将士○     払腰          ２延時 暁寿 
３本郷 光道○     腕挫十字固      ５池田 征司 
３野田 嘉明      Ｇ・Ｓ判定勝       ３志村 優太 
３出口 雄樹       払巻込        ３當眞 和季 
３千葉 満仁○     隅落         ３宮下 和也 
３奥井 真也      Ｇ・Ｓ判定勝      ３柴田 真 
３齋藤 俊       優勢勝         ３今井 敏博 
 
▽５回戦 
３長谷川 賢      大内刈        ○４西山 将士 
３本郷 光道○     小外刈        ３野田 嘉明 
３出口 雄樹      優勢勝        ３千葉 満仁 
３柴田 真       肩車        ○３今井 敏博 
 
▽準決勝戦 
４西山 将士      優勢勝       ３本郷 光道 
３出口 雄樹      大外刈       ○３今井 敏博 
 
▽決勝戦 
３本郷 光道○     合せ技        ３今井 敏博 
  



▼男子９０ｋｇ級 
 
▽１回戦 
３中根 慶太      優勢勝       ４落合 雄太 
（東芝）                  （セコム） 
４有留 秀宜○     払巻込        ３宮島 淳 
（綜合警備保障）              （秋大柔道クラブ） 
３土井 隆司      優勢勝        ２横山 侑典 
（近畿通関）                 （豊田自動織機） 
３八田 道生○     体落         ２小山 敬上 
（長野刑務所）                （大阪ガス） 
２正木 勝之      不戦勝       ○初菊池 真英 
（日柔整請求サービス）          （北関東綜合警備保障） 
３影野 裕和      Ｇ・Ｓ判定勝    ３田中 貴大 
（日本通運）                （旭化成） 
初片野 泰之○     不戦勝        ３須藤 悟 
（立花学園柔道クラブ）           （仙台大学柔道クラブ） 
３梅本 尚志○     背負投        ３白井 徳正 
（関西医療学園）               （錦秀会阪和病院） 
３沼田 貴廣      優勢勝        ３田畑 泰行 
（センコー）                 （セントラル警備保障） 
２ゲンデン バタエルデネ反則負       ○３杉山 和宏 
（松前柔道クラブ）             （早稲田柔道クラブ） 
３近藤 雅和○     合せ技       ４正木 一将 
（九州電力）                （日本エースサポート） 
初鴨川 貴史      不戦勝      ○３田中 直毅 
（大東柔整）                （丸の内柔道倶楽部） 
３前田 勇二○     内股        ２池戸 康 
（東日本旅客鉄道）             （日本一ソフトウエア） 
４山崎 啓太郎     小外掛       ３岩井 学 
（広島大学柔道クラブ）           （アーバンセキュリティ） 
４野瀬 光洋       Ｇ・Ｓ判定勝    ３河合 宏始 
（国士舘柔道クラブ）            （センコー） 
２金沢 潤一○     不戦勝       ２和中 悠治 
（日光警備保障）              （関西医療学園） 
 



４相馬 昌平      不戦勝      ○２浅田 健志 
（東芝）                  （大阪ガス） 
３井川 方典      優勢勝       ２岸川 健一朗 
（ＭＪＣ）                 （三菱化学物流） 
 
▽２回戦 
３増渕 樹○      不戦勝       ６栗本 太 
（旭化成）                 （大阪府柔道整復師柔道連盟） 
３白木 裕太郎     優勢勝      ４落合 雄太  
（まるや接骨院） 
２中野 哲也○     不戦勝       ２名雪 挙矢 
（日経サービス）             （東日本旅客鉄道） 
２中谷 勇介      内股       ○４有留 秀宜 
（ＹＫＫ） 
２和知 幸一○     大外落       ２奥橋 正規 
（日光警備保障）             （広島大学柔道クラブ） 
３山田 豊       優勢勝       ３土井 隆司 
（三菱化学物流） 
３飯田 正樹      払腰       ○３橋本 悠司 
（松前柔道クラブ）            （東京消防庁） 
３斉藤 雄大      腕がらみ     ○３八田 道生 
（センコー） 
５矢嵜 雄大○     大外刈      ３高野 友幸 
（了德寺学園）              （福岡医健専門学校） 
３吉田 岳文      小外掛        ○初菊池 真英 
（十全会・回生病院） 
２三宅 義宏○     払腰        ３埇田 和哉 
（関西電力）                （関西学院柔道クラブ） 
３春日井 一義     巴投       ○３田中 貴大 
（米田柔整専門学校） 
３山本 宜秀○     内股        ２谷村 欣哉 
（日本中央競馬会）             （大阪ガス） 
２高木 譲○      総合勝       初片野 泰之 
（綜合警備保障） 
３坂本 篤志○     大外刈       ３梅本 尚志 
（高宮接骨院） 



４山本 健太      Ｇ・Ｓ判定勝    ３沼田 貴廣 
（国士舘柔道クラブ） 
４齋藤 制剛○     横四方固      ２西山 侑斗 
（旭化成）                 （トーエー企業） 
３笠原 丈幸○     払腰        ３杉山 和宏 
（まるや接骨院） 
３河原 正太○     内股        ３向井 基広 
（京葉ガス）                （綜合警備保障） 
初古田 智史      払腰       ○３近藤 雅和 
（濱田重工） 
３筒井 友和      Ｇ・Ｓ判定勝   ３三山 悟司 
（セコム）                （日本通運） 
３平田 侑城○     大外刈       ３田中 直毅 
（了德寺学園） 
５信國 文孝○     横四方固      初硎 誠 
（三井柔道クラブ）             （大阪ガス） 
３竹森 龍也○     合せ技       ３前田 勇二 
（高宮接骨院） 
５角地 信太郎○    不戦勝       ３砂原 芳徹 
（旭化成）                 （近畿通関） 
３鹿内 健吾      内股       ○３岩井 学 
（東日本旅客鉄道） 
３河野 文彦      両者棄権      ４稲葉 善弘 
（長岡綜合食品店）             （十全会・聖明病院） 
初相沢 純       上四方固     ○４野瀬 光洋 
（東洋水産） 
３菊川 顕○      内股        ２斉藤 雅彦 
（ＯＪＣ）                 （豊田自動織機） 
３小野 俊教       優勢勝       ２金沢 潤一 
（綜合警備保障） 
３湯田 裕介○     合せ技       ２浅田 健志 
（日経サービス） 
２矢部 賢吾      優勢勝      ３井川 方典 
（セコム上信越）  
 
 



▽３回戦 
３増渕 樹○      内股         ４落合 雄太 
２中野 哲也○     負傷勝        ４有留 秀宜 
２和知 幸一○     大外巻込       ３山田 豊 
３橋本 悠司      優勢勝         ３八田 道生 
５矢嵜 雄大○     大内刈         初菊池 真英 
２三宅 義宏      背負投        ○３田中 貴大 
３山本 宜秀○     背負投         ２高木 譲 
３坂本 篤志      Ｇ・Ｓ判定勝      ３沼田 貴廣 
４齋藤 制剛      優勢勝         ３笠原 丈幸 
３河原 正太○     崩袈裟固        ３近藤 雅和 
３三山 悟司      Ｇ・Ｓ判定勝      ３平田 侑城 
５信國 文孝      上四方固       ○３竹森 龍也 
５角地 信太郎○    大外刈         ３岩井 学 
            不戦勝        ○４野瀬 光洋 
３菊川 顕○      合せ技         ３小野 俊教 
３湯田 裕介       Ｇ・Ｓ判定勝     ３井川 方典 
 
▽４回戦 
３増渕 樹○      合せ技        ２中野 哲也 
２和知 幸一      横四方固      ○３橋本 悠司 
５矢嵜 雄大      優勢勝        ３田中 貴大 
３山本 宜秀      優勢勝        ３沼田 貴廣 
４齋藤 制剛      優勢勝        ３河原 正太 
３平田 侑城      Ｇ・Ｓ判定勝    ３竹森 龍也 
５角地 信太郎      Ｇ・Ｓ判定勝       ４野瀬 光洋 
３菊川 顕○      肩固           ３湯田 裕介 
 
▽５回戦 
３増渕 樹○      内股          ３橋本 悠司 
５矢嵜 雄大○     すくい投         ３山本 宜秀 
４齋藤 制剛      優勢勝          ３竹森 龍也 
５角地 信太郎     優勢勝         ３菊川 顕 
 
▽準決勝戦 
３増渕 樹       朽木倒        ○５矢嵜 雄大 



４齋藤 制剛○     肩車          ３菊川 顕 
 
▽決勝戦 
５矢嵜 雄大○     合せ技        ４齋藤 制剛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▼男子８１ｋｇ級  

 

▽１回戦  

３野中 啓明○     横四方固        ２前田 敦史 

（肥後銀行）                 （錦秀会阪和病院） 

３石井 大輔      横四方固       ○３中馬場 慎剛 

（セントラル警備保障）            （本田技研・熊本） 

３福田 幸司      内股         ○３望月 竜太 

（東レ・名古屋）               （ワイエスフード） 

５牛木 幹人○     袈裟固         ４金子 徹 

（グリーンセキュリティサービス）       （センコー） 

２松原 猛真○     不戦勝         ３高山 直士 

（和歌山柔栄会）               （九電工） 

３田中 雄士○     袈裟固        ２山田 大輔 

（松前柔道クラブ）              （三菱重工・名古屋） 

３倉山 信也      不戦勝        ○初桑原 隆将 

（三井柔道クラブ）              （十全会・おおりん病院） 

３渡邊 一貴      優勢勝         ４横山 大輔 

（自衛隊体育学校）              （井野整形外科） 

３西村 聖志      Ｇ・Ｓ判定勝      ３山田 光樹 

（府中刑務所）                 （ＪＡＫＥ・ＪＡＰＡＮＮ） 

３花本 隆司○     内股          ３森下 博友 

（京葉ガス）                 （和歌山柔栄会） 

２浅見 友記夫     横四方固        ○４黒河 正輝 

（近畿通関）                （綜合警備保障） 

３形部 尚徳      不戦勝         ○４ピエール フラマン 

（関西大学柔友会）               （日本健康開発） 

３入江 康晴○     縦四方固        ３真野 智行 

（十全会・回生病院）             （ＪＲ日本リテールネット） 

３黒澤 平○      大内刈         ３村上 正樹 

（東レ・滋賀）                （ＭＪＣ） 

５築達 秀和      Ｇ・Ｓすくい投   ○５長谷川 精二郎 

（Ｋ．Ｋスポーツ）              （大阪府柔道整復師会柔道連盟） 

４斎藤 順道○     袈裟固         ４平野 太 

（ＪＡＫＥ・ＪＡＰＡＮ）           （近畿通関） 

 



４乙名 将吾      優勢勝         ４山城 正記 

（戸髙鉱業社）                （関西大学柔友会） 

３川端 慎一      大腰         ○４比留川 嘉信 

（ＮＥＸＣＯ柔道倶楽部）            （高宮接骨院） 

４丹羽 十堂      大外刈        ○３焼山 貴彦 

（ＭＪＣ）                  （Ｔａｃｏｓ－Ｋ） 

３山田 洋介○     払腰          ３前田 勝年 

（Ｋ．Ｋスポーツ）              （錦秀会阪和病院） 

２神澤 徹       不戦勝        ○初田辺 智史 

（東日本旅客鉄道）              （ＪＦＥスチール） 

３佐々木 亮      優勢勝        ２呉 世鎮 

（セントラル警備保障）            （早稲田大学柔道クラブ） 

３山本 泰三○     肩車         ２鈴木 大陸 

（九州電力）                 （豊田自動織機） 

初高橋 将人      すくい投       ○初中川 卓典 

（東日本旅客鉄道）              （東芝） 

３岩田 憂介       優勢勝         ４珠玖 竜一 

（國學院院友柔道クラブ）          （近畿通関） 

４稲澤 真人      不戦勝         ○３井上 邦治 

（ダイコロ）                 （熊本刑務所） 

３三本松 信成     優勢勝         ３大田黒 貴志 

（育英管財）                 （Ｋ．Ｋスポーツ） 

２丸山 修平      背負投         ○３日當 将人 

（和歌山柔栄会）               （日本通運） 

２堀上 喜寛      Ｇ・Ｓ判定勝       ２長塩 賢治 

（三菱重工・名古屋）              （井野整形外科） 

２坂根 幸治      袈裟固         ○４法兼 真 

（関西電力）                （綜合警備保障） 

 

▽２回戦 

３谷口 徹○      合せ技          初竹内 正雄 

（旭化成）                   （綜合警備保障） 

５高野 将舟○     横四方固        ３野中 啓明 

（千葉市消防局）  

２池崎 巧       優勢勝         ３中馬場 慎剛 

（新日本製鐵・八幡） 



３阿部 貴宏       Ｇ・Ｓ判定勝       ３望月 竜太 
（了德寺学園） 
３三熊 裕也      裏投          ○５牛木 幹人 
（東日本旅客鉄道）  
２石松 宏隆      Ｇ・Ｓ判定勝      ２松原 猛真 

（仙台大学柔道クラブ） 

４松田 敬士      優勢勝         ３田中 雄士 

（ゆうスポーツクラブ ） 

３稲葉 将太○     合せ技          初桑原 隆将 

（ダイコロ） 

５佐藤 陽介      Ｇ・Ｓ判定勝      ３渡邊 一貴   

（ツクバ計画） 

３森田 大       優勢勝         ３山田 光樹 

（建装工業）  

初ガンバトール フデレムンフ 優勢勝      ３花本 隆司 

（京都医健専門学校） 

３大岩 竜市      内股         ○４黒河 正輝 

（ナチュラル） 

５藤猪 耕太      払腰           ○４ピエール フラマン 

（日本統合メデイカル学院） 

初太田 康晴      優勢勝          ３入江 康晴 

（豊田自動織機）  

２五十嵐 勇貴     片十字絞         ○３黒澤 平 

（セコム上信越） 

３横田 裕介○     横四方固          ５長谷川 精二郎 

（錦秀会阪和病院）  

５仲田 直樹○     不戦勝           ３畑 正比古 

（仙台大学柔道クラブ）                  （和歌山柔栄会） 

４河添 佑       優勢勝          ４斎藤 順道 

（旭化成） 

初横山 光輔      Ｇ・Ｓ判定勝       ４乙名 将吾  
（井野整形外科）  

初田浦 昴希      横四方固        ○４比留川 嘉信 

（豊田自動織機）  

４大森 信司      大外刈         ○３焼山 貴彦 

（日柔整請求サービス） 



３菊池 雅博○     払腰          ３山田 洋介 

（ぎふ柔道クラブ２４） 

３高橋 益也      縦四方固        ○初田辺 智史 

（ＡＬＳＯＫ群馬綜合ガードシステム） 

３笹川 真吾      不戦勝        ○２呉 世鎮 

（セコム上信越） 

２橋爪 修       払腰         ○３山本 泰三 

（オフィスコーポレーション） 

４西森 大       不戦勝        ○初中川 卓典 

（赤門柔道倶楽部） 

３茅島 吉彦      不戦勝        ○３岩田 憂介 

（広島大学柔道クラブ） 

２原 大輔       合せ技        ○３井上 邦治 

（十全会・回生病院） 

２佐藤 竜太      優勢勝        ３大田黒 貴志 

（衆議院事務局）  

３二ノ坂 啓      優勢勝        ３日當 将人 

（松前柔道クラブ） 

２島本 竜昌       優勢勝          ２長塩 賢治 

（東レ・滋賀） 

２笹木 好晃      上四方固        ○４法兼 真 

（瀬野川病院） 

 

▽３回戦 

３谷口 徹       優勢勝          ５高野 将舟 

３中馬場 慎剛        体落              ○３阿部 貴宏 
５牛木 幹人          優勢勝             ２松原 猛真 

３田中 雄士          Ｇ・Ｓ判定勝      ３稲葉 将太 

３渡邊 一貴          優勢勝             ３山田 光樹 

初ガンバトール フデレムンフ               Ｇ・Ｓ判定勝 ４黒河 正輝 

４ピエール フラマン   大内刈           ○３入江 康晴 

３黒澤 平○           三角絞             ３横田 裕介 

５仲田 直樹           優勢勝            ４河添 佑 

４乙名 将吾○         Ｇ・Ｓ背負落       ４比留川 嘉信 

３焼山 貴彦           隅落              ○３菊池 雅博 

３田辺 智史           優勢勝            ２呉 世鎮 



３山本 泰三○         払腰               初中川 卓典 

３岩田 憂介          優勢勝            ３井上 邦治 

３大田黒 貴志○       肩車               ３日當 将人 

２島本 竜昌          合せ技            ○４法兼 真 

 

▽４回戦 

３谷口 徹             Ｇ・Ｓ判定勝       ３阿部 貴宏 
５牛木 幹人          合せ技           ○３稲葉 将太 

３渡邊 一貴○        反則負              初ガンバトール フデレムンフ 

３入江 康晴          崩上四方固        ○３黒澤 平 

４河添 佑          優勢勝              ４乙名 将吾 

３菊池 雅博          Ｇ・Ｓ優勢勝       ２呉 世鎮 

３山本 泰三          優勢勝              ３岩田 憂介 

３大田黒 貴志         片十字絞          ○４法兼 真 

 

▽５回戦 

３谷口 徹            優勢勝              ３稲葉 将太 

３渡邊 一貴○        小外刈              ３黒澤 平 

４河添 佑○           小外刈              ２呉 世鎮 

３山本 泰三          小外掛            ○４法兼 真 

 

▽準決勝戦 

３谷口 徹○           背負投             ３渡邊 一貴 

４河添 佑○           合せ技              ４法兼 真 

 

▽決勝戦 

３谷口 徹            優勢勝             ４河添 佑 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



▼男子７３ｋｇ級 
 
▽１回戦 
２岡本 明平○        大外刈               ２大平野 亮太 
（東芝）                        （豊田自動織機） 
２海老原 健一      Ｇ・Ｓ優勢勝     ３渡邉 智貴 
（和歌山柔栄会）                （日本生命保険） 
３本田 治之       腕挫十字固        ○４星野 啓太 
（セントラル警備保障）                 （川越少年刑務所） 
４宮崎 直也       優勢勝        ３磯 恵司 
（日経サービス）               （東レ・滋賀） 
３井上 安弘       不戦勝        ○３中矢 翔祐 
（ツクバ計画）                （松前柔道クラブ） 
３西田 将貴        Ｇ・Ｓ判定勝      ３栄村 豪 
（長岡綜合食品店）               （自衛隊体育学校） 
２得田 武        優勢勝        ３宮本 章吾 
（広島大学柔道クラブ）         （ＭＪＣ） 
初濱上 貴史       優勢勝        ２岩崎 優弥 
（豊田自動織機）               （新日本製鐵・八幡） 
３小池 慶実       袈裟固        ○３城田 和秀 
（北関東綜合警備保障）                    （セコム上信越） 
２名渕 智弘           不戦勝           ○３高橋 達正 
（早稲田柔道クラブ）                      （東日本旅客鉄道） 
２松本 邦彦○         上四方固           ２今井 武志 
(大阪ガス)                                   (井野整形外科) 
４高野 重好           合せ技           ○３向野 文章 
(神鋼環境ソリューション)                    (ＭＪＣ) 
３松田 智志          優勢勝              ２逸見 正明 
(ＯＪＣ)                                     (セコム上信越) 
初福村 哲也            優勢勝            ３杉山 太介 
(豊田自動織機)                             (肥後銀行) 
２沖田 竜一            優勢勝            ３八山 泰光 
(九州電力)                                 (ＡＬＳＯＫ群馬綜合ガードシステム) 
３小原 尊重            不戦勝           ○３佐藤 圭太 
(国際武道大学柔友会)                       (三菱化学物流) 
 



５高本 裕和          優勢勝             ３延島 竜也 
(Ｋ．Ｋスポーツ)                            (まるや接骨院) 
２辻 昌吾             大腰             ○４高久 勇輔 
(ダイコロ)                               （日大三高柔道クラブ） 
３河野 勇人          Ｇ・Ｓ判定勝      ５鳥居 智男 
（日本通運）                             （了德寺学園） 
初田中 開人          優勢勝            ２安部 龍之介 
（東レ・長野）                            （アイシン精機） 
４佐伯 朋彦          Ｇ・Ｓ判定勝        初野々部 雅也 
（新日本製鐵・八幡）                       （豊田自動織機） 
３鈴木 悠也○          横四方固           初西山 亮司 
（セントラル警備保障）                     （神鋼環境ソリューション） 
３丸山 兼矢○        上四方固            初山本 庸介 
（東芝）                                   （日本生命保険） 
２渡邉 竜一           Ｇ・Ｓ横四方固   ○３吉薗 勇太 
（クラレ･岡山）                            （ダイコロ） 
３加藤 博紀           Ｇ・Ｓ判定勝    ２瀬戸 康太 
（建装工業）                               （井野整形外科） 
３森光 高大           Ｇ・Ｓ判定勝    ２樋口 篤 
（横浜国大柔友会）                        （早稲田柔道クラブ） 
２西尾 昭彦          不戦勝            ○３山内 修平 
（日本健康開発）                          （関西学院柔道クラブ） 
２新平 聖也○        払腰                ２田口 尚人 
（自衛隊体育学校）                         （和歌山柔栄会） 
３帆高 洋平○        小外掛               ３薬師神 圭輔 
（新日本製鐵・八幡）                         （綜合警備保障） 
２荒 和尚○          不戦勝               ４飛田 好徳 
（ＦＭＳ）                                   （大東柔整） 
２古木 秀也○         上四方固            ３田山 雄太 
（東京消防庁）                               （大末建設） 
２前澤 祐也○         横四方固            ３横井 健二 
（セコム上信越）                            （関西電力） 
２小川 直人           優勢勝             ３島 元謙 
（三菱化学物流）                            （インターセクションズ） 
３廣瀬 輝馬○         合せ技              ３米須 正雄 
（新日本製鐵･八幡）                         （日本生命保険） 



初宮崎 耕太            縦四方固          ○３白井 勇輝 
（和歌山柔栄会）                           （旭化成） 
初岡本 雄太○         大内刈              ２小暮 竜也 
（豊田自動織機）                            （ALSOK 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ） 
３寺居 大志○         不戦勝              ３田窪 清志 
（同志社ＷＲＪＣ）                           （清美学園） 
３小嶋 直樹○         合せ技               ３郷原 慶輔 
（センコー）                                 （新日本製鐵・広畑） 
２友永 拓也○         不戦勝              ２中小路 将隆 
（早稲田柔道クラブ）                         （関西電力） 
２岩下 直樹          優勢勝             ３鳥越 康弘 
（セコム上信越）                            （ＯＪＣ） 
２吉永 浩徳○       大内刈               ２村田 真治 
（高宮接骨院）                              （瀬野川病院） 
２日紫喜 裕貴○     背負投               初萩野 雅之 
（東レ・名古屋）                            （神鋼環境ソリューション） 
３本郷 賢一郎○     大腰                 ４藤澤 健幸 
（川越少年刑務所）                          （ＭＪＣ） 
 
▽第２回戦 
３千葉 大介○         横四方固           ２岡本 明平 
（旭化成） 
初遠山 倉基○         巴投               ３渡邉 智貴 
（綜合警備保障） 
３安東 平八郎○       内股               ４星野 啓太 
（戸高鉱業社） 
３磯 恵司            Ｇ・Ｓ優勢勝      ３中矢 翔祐 
 
４松浦 靖浩          優勢勝            ３西田 将貴 
（日本エースサポート） 
２重原 努              背負投          ○３宮本 章吾 
（関西電力）  
２坂本 耕司           優勢勝            ２岩崎 優弥 
（井野整形外科）  
３城田 和秀○        反則負              ３高橋 達正 
 



３六藤 匠○         横四方固             ２松本 邦彦 
（河芸柔道クラブ） 
２竹本 豊○         横四方固             ３向野 文章 
(広島大学柔道クラブ) 
３小宮山 彰人         大外刈            ○３松田 智志 
(明治東洋医学院専門学校)  
３杉山 太介           優勢勝           ３八山 泰光 
３坂本 拓馬          優勢勝             ３佐藤 圭太 
(セコム) 
５高本 裕和○         大外刈            ４高久 勇輔 
３上林 大吾          大外刈           ○５鳥居智男 
（早稲田柔道クラブ） 
２安部 龍之介     袈裟固      ○４佐伯 朋彦 
４赤迫 諒介○     肩車        ３鈴木 悠也 
（戸髙鉱業社） 
３延島 竜秀○     浮落        ３丸山 兼矢  
（まるや接骨院） 
２安達 徳博      横四方固     ○３吉薗 勇太 
（豊田自動織機）  
２瀬戸 康太      合せ技      ○２樋口 篤 
 
２小清水 雄馬     袖釣込腰     ○３山内 修平 
（豊田自動織機） 
２新平 聖也○     大外刈       ３帆高 洋平 
 
３板川 雅義○     払腰        ２荒 和尚 
（日本通運） 
２古木 秀也      横四方固     ○２前澤 祐也 
 
２黒岩 翼       優勢勝       ３島 元謙 
（了德寺学園） 
４新谷 良宏      優勢勝      ３廣瀬 輝馬 
（関西大学柔友会）  
２井上 晃一      小外刈      ○３白井 勇輝 
（広島大学柔道クラブ） 
初岡本 雄太      大内刈      ○３寺居 大志 



３脇田 大樹      大外刈      ○３郷原 慶輔 
（大阪ガス）  
２友永 拓也      一本背負投    ○３鳥越 康弘 
 
初菅沼 寿啓      合せ技      ○２吉永 浩徳 
（北関東綜合警備保障） 
２日紫喜 裕貴     払腰       ○３本郷 賢一郎 
 
▽３回戦 
３千葉 大介○     横四方固       初遠山 倉基 
３安東 平八郎     小外掛       ○３中矢 翔祐 
３西田 将貴      Ｇ・Ｓ判定勝    ３宮本 章吾 
２岩崎 優弥      Ｇ・Ｓ判定勝    ３城田 和秀 
３六藤 匠       優勢勝        ２竹本 豊 
３松田 智志○     内股         ３八山 泰光 
３坂本 拓馬       優勢勝        ５高本 裕和 
５鳥居智男○      横四方固       ４佐伯 朋彦 
４赤迫 諒介      優勢勝        ３延島 竜秀 
３吉薗 勇太○     横四方固       ２樋口 篤 
３山内 修平      Ｇ・Ｓ肩車     ○２新平 聖也 
３板川 雅義○     腕挫十字固      ２前澤 祐也 
２黒岩 翼○      内股         ３廣瀬 輝馬 
３白井 勇輝      優勢勝        ３寺居 大志 
３郷原 慶輔      優勢勝        ３鳥越 康弘 
２吉永 浩徳       優勢勝        ３本郷 賢一郎 
 
▽４回戦 
３千葉 大介○     裏投          ３中矢 翔祐 
３西田 将貴       Ｇ・Ｓ判定勝     ３城田 和秀 
３六藤 匠       優勢勝        ３松田 智志 
３坂本 拓馬      優勢勝        ５鳥居智男 
４赤迫 諒介      大外刈       ○３吉薗 勇太 
２新平 聖也       優勢勝        ３板川 雅義 
２黒岩 翼       Ｇ・Ｓ判定勝    ３白井 勇輝 
３郷原 慶輔      合せ技       ○２吉永 浩徳 
 



▽５回戦 
３千葉 大介○     内股         ３西田 将貴 
３松田 智志      Ｇ・Ｓ判定勝    ５鳥居智男 
３吉薗 勇太      優勢勝       ２新平 聖也 
３白井 勇輝      優勢勝        ２吉永 浩徳 
 
▽準決勝戦 
３千葉 大介      袖釣込腰      ○５鳥居智男 
３吉薗 勇太○     裏投         ３白井 勇輝 
 
▽決勝戦 
５鳥居智男○      合せ技          ３吉薗 勇太 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▼男子６６ｋｇ級 

 

▽１回戦 

初近藤 治樹      不戦勝       ○２百村 康希 

（セコム上信越）               （北関東綜合警備保障） 

３村上 典央○     腕挫十字固      初柿本 京介 

（川越少年刑務所）              （瀬野川病院） 

４萩原 裕崇      優勢勝        ２高倉 幸一郎 

（ひらた整骨院）               （関西医療学園） 

３飯田 哲也○     巴投        ２守屋 孝彦 

（秋大柔道クラブ）              （豊田自動織機） 

３日下 弥寿彦     横四方固     ○初益井 一光 

（東芝）                   （ミズノ） 

初糺 徳雄       優勢勝        ３根本 拓道 

（甲南柔友会）                （早稲田柔道クラブ） 

 

▽第２回戦 

３寺居 高志○     不戦勝        ２菊田 亮 

（旭化成）                 （東日本旅客鉄道） 

２麓 孝志       体落        ○４西倉 央倫 

（明治東洋医学院専門学校）         （日柔整請求サービス） 

３榎本 収○      体落          ３石川 良如 

（フォーリーフジャパン）           （ナチュラル） 

３鳥入 孝仁○     合せ技         ２西口 健太郎 

（近畿通関）                 （米田柔整専門学校） 

２高須 信也○     袈裟固        ２森貞 翔太郎 

（豊田自動織機）               （日本健康開発） 

４小野 卓弥      負傷勝       ○４横口 大志 

（スポーツ会館）               （ぎふ柔道クラブ２４） 

３田畑 大地      優勢勝         ３坂内 志礼 

（センコー）                 （秋大柔道クラブ） 

３池田 知靖      払腰         ○２百村 康希 

（ミズノ） 

２赤坂 亨○      不戦勝        初木村 隼斗 

（関西学院柔道クラブ）            （豊田自動織機） 

 



３梅津 敏昭○     背負投        ２佐々木 拓也 

（綜合警備保障）               （井野整形外科） 

３松尾 茂彰○     合せ技        初阪口 雄司 

（日本通運）                 （ミズノ） 

３田中 彰一      腕がらみ      ○３村上 典央 

（建装工業） 

３木内 晋一      上四方固      ○４柴田 道秀 

（ＪＲ東日本リテールネット）         （豊田自動織機） 

３辻下 伸介      腕挫十字固     ○３武末 大藏 

（日本エースサポート）            （東芝） 

２大野 紀彦       優勢勝        初馬場 裕己 

（東レ・滋賀）                （クラレ・岡山） 

３石橋 佑哉○     背負投        ４萩原 裕崇 

（九電工） 

２近藤 敏仁      送襟絞       ○３望月 健次 

（ナチュラル）                （セコム） 

２塚本 憲之      大外刈        ○３柿崎 允 

（日本生命保険）               （川越少年刑務所） 

初稲富 淳一郎    Ｇ・Ｓ横四方固    ○２相川 拓也 

（濱田重工）                 （豊田自動織機） 

３飯島 大貴       Ｇ・Ｓ判定勝     初湊 拓也 

（関西学院柔道クラブ）            （九電工） 

２赤木 一隆      巴投        ○３日置 悠貴 

（東洋水産）                 （和歌山柔栄会） 

２山本 玲士      袈裟固        ○２川上 祐基 

（建装工業）                 （三菱重工・名古屋） 

３中島 大輔○     背負投        ２野津 慶慈 

（スポーツ会館）               （クラレ・岡山） 

３荘司 友之      優勢勝        ３飯田 哲也 
（綜合警備保障）  

３藤山 順臣       Ｇ・Ｓ判定勝      ３金丸 貴彦 

（熊本刑務所）                 （ひらた整骨院） 

４半澤 尚浩       優勢勝         初岩下 嵩弘 

（日本エースサポート）            （豊田自動織機） 

２外村 正志       不戦勝        ○３對馬 北斗 

（Ｔａｃｏｓ－Ｋ）              （セントラル警備保障） 



２川北 周平○     出足払         初益井 一光 

（ＪＦＥスチール） 

２豊田 功一郎○    不戦勝         ５奥 超雄 

（セコム）                   （坂井印刷） 

３種市 彩人      優勢勝        ４荘司 祐介 

（センコー）                  （紀宝柔道会） 

２成澤 竜       不戦勝        ○４竹下 茂雄 

（セコム上信越）                （京橋白木） 

５喜多 康之      優勢勝          ３根本 拓道 

（大阪ガス） 

 

▽３回戦 

３寺居 高志      優勢勝         ４西倉 央倫 

３榎本 収○      上四方固       ３鳥入 孝仁 

２高須 信也      優勢勝       ４横口 大志 

３田畑 大地      腕挫十字固     ○２百村 康希 

２赤坂 亨       背負投       ○３梅津 敏昭 

３松尾 茂彰      優勢勝        ３村上 典央 

４柴田 道秀      大内刈       ○３武末 大藏 

２大野 紀彦      上四方固      ○３石橋 佑哉 

３望月 健次○     内股          ３柿崎 允 

２相川 拓也      大内刈        ○３飯島 大貴 

３日置 悠貴○     背負投         ２川上 祐基 

３中島 大輔      腕挫十字固     ○３飯田 哲也 
３藤山 順臣○     上四方固        ４半澤 尚浩 

３對馬 北斗      朽木倒       ○２川北 周平 

２豊田 功一郎     Ｇ・Ｓ判定勝    ４荘司 祐介 

４竹下 茂雄       優勢勝         ５喜多 康之 

 

▽４回戦 

３寺居 高志       Ｇ・Ｓ判定勝      ３榎本 収 

４横口 大志○     背負投         ２百村 康希 

３梅津 敏昭○     背負投         ３松尾 茂彰 

３武末 大藏○     内股          ３石橋 佑哉 

３望月 健次      優勢勝          ３飯島 大貴 

３日置 悠貴      優勢勝        ３飯田 哲也 



３藤山 順臣○     大外刈         ２川北 周平 

４荘司 祐介○     内股          ４竹下 茂雄 

 

▽５回戦 

３寺居 高志       Ｇ・Ｓ判定勝      ４横口 大志 

３梅津 敏昭      腕挫十字固     ○３武末 大藏 

３望月 健次○     一本背負投      ３飯田 哲也 

３藤山 順臣       優勢勝         ４荘司 祐介 

 

▽準決勝戦 

３寺居 高志      腕挫十字固     ○３武末 大藏 

３望月 健次○     小外刈        ３藤山 順臣 

 

▽決勝戦 

３武末 大藏      優勢勝       ３望月 健次 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼男子６０ｋｇ級 

 

▽１回戦 

初中西 孝人      腕挫十字固    ○２鈴木 祐介 

(光進工業)                  (まるや接骨院) 

２笠井 貢太       Ｇ・Ｓ判定勝    ３田中 誠 

（ぎふ柔道クラブ２４）            (自衛隊体育学校) 

３中山 幸久       優勢勝      ２赤池 哲郎 

(大阪ガス)                  (ＪＲ東日本リテールネット) 

３清成 周作       Ｇ・Ｓ判定勝    ４越後 正太 

(東京ガス)                  (塩谷建設) 

２寺澤 大樹○     内股        初堀家 徹也 

(はっとり接骨院)                (関西電力)  

２水野 徹也○     肩車         初中根 茂紀 

(日本駐車場救急サービス)            (豊田自動織機) 

２金子 恭大      Ｇ・Ｓ判定勝    ４坂口 誉寿 

(三菱重工・名古屋)              (Ｔａｃｏｓ－Ｋ) 

初玉田 南○      不戦勝        ２大呂 吉史 

(豊田自動織機)                 (日本統合メディカル学院) 

２杉本 孝太○     背負投        ３清成 公太 

(和歌山柔栄会)                 (東京ガス) 

５竹下 雷太      優勢勝        ３大登 晃司 

(京橋白木)                   (北関東綜合警備保障) 

初竹中 成次      腕挫十字固     ○３漆畑 健 

(福岡医健専門学校)               (東芝) 

２石田 壮        Ｇ・Ｓ判定勝    ２位田 啓多 

(広島大学柔道クラブ)              (東レ・名古屋) 

３松井 茂樹      不戦勝      ○４和泉 強志 

(錦秀会阪和病院)               (自衛隊体育学校) 

３佐藤 昌栄○                初石川 翔太 

(駒澤大学柔友会)    横四方固        (豊田自動織機) 

 

▽２回戦 

５小川 武志○     内股         ４川島 靖史 

(了德寺学園)                  (福田柔道クラブ) 

 



２宮本 正志郎     腕挫十字固     ○２鈴木 祐介 

(新日本製鐵・八幡)  

３小林 暁       優勢勝        ２笠井 貢太 

(金沢学院クラブ) 

３今上 洋樹○     横四方固        ２赤池 哲郎 

(セントラル警備保障) 

３浅野 大輔      不戦勝       ○３清成 周作 

(自衛隊体育学校)  

２大谷 健三      背負投       ○２寺澤 大樹 

(大阪ガス)  

５林 健太郎       優勢勝       ２水野 徹也 

(早稲田大学柔道クラブ) 

３朝比奈 竜真○    内股すかし      ４坂口 誉寿 

(ＷＩＮ ＮＥＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ) 

４川住 基        Ｇ・Ｓ判定勝     ３宮田 和守 

(グリーンセキュリティサービス)         (東京武道館柔友会) 

４小林 行輔       優勢勝        初玉田 南 

(学校法人大川学園) 

２城後 竜司      袈裟固        ○２杉本 孝太 

(大阪ガス) 

３升水 翔兵○     袈裟固         ３大登 晃司 

(ＷＩＮ ＮＥＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ) 

２鈴木 雅典○     横四方固       ３漆畑 健 

(小川道場) 

２小松 英昌       すくい投    ○２石田 壮 

(横浜国大柔友会) 

２尾張 太一       Ｇ・Ｓ判定勝   ４和泉 強志 

(水戸葵陵柔道クラブ) 

３池野 源輝       優勢勝        ３佐藤 昌栄 

(センコー) 

 

▽３回戦 

５小川 武志○     巴投         ２鈴木 祐介 

２笠井 貢太○     合せ技        ３今上 洋樹 

３清成 周作      背負投       ○２寺澤 大樹 

２水野 徹也      Ｇ・Ｓ判定勝     ３朝比奈 竜真 



４川住 基○      内股          ４小林 行輔 

２杉本 孝太      優勢勝        ３升水 翔兵 

２鈴木 雅典○     横四方固         ２石田 壮 

４和泉 強志      優勢勝          ３池野 源輝 

 

▽４回戦 

５小川 武志       Ｇ・Ｓ判定勝     ２笠井 貢太 

２寺澤 大樹      双手刈        ○３朝比奈 竜真 

４川住 基        肩車         ○３升水 翔兵 

２鈴木 雅典       Ｇ・Ｓ判定勝    ４和泉 強志 

 

▽準決勝戦 

５小川 武志○      背負投        ３朝比奈 竜真 

３升水 翔兵       Ｇ・Ｓ判定勝    ４和泉 強志 

 

▽決勝戦 

５小川 武志       Ｇ・Ｓ判定勝     ４和泉 強志 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼男子２２歳未満の部 
 
▽１回戦 
初河本 和也       内股       ○初山本 祐 
(クラレ・岡山)                (関西電力) 
初和田 淳志       袖釣込腰     ○初長瀬 昌平 
(東レ・名古屋)                (立花学園柔道クラブ) 
無鈴木 久幸       不戦勝      ○初清水 亨倫 
(十全会・聖明病院)               (東日本旅客鉄道) 
２梶原 康廣○     上四方固       ２下田代 和成 
(新日本製鐵・大分)               (豊田自動織機) 
初濱田 一隆      内股        ○初増田 健 
(錦秀会・阪和病院)              (セコム上信越) 
２佐俣 翔平       上四方固      ○２鈴木 勝哉 
(ＡＬＳＯＫ群馬綜合ガードシステム)       (衆議院事務局) 
２大島 祥太郎      優勢勝       初渡邉 健太 
(セコム上信越)                 (クラレ・岡山) 
２柴原 慎        袖釣込腰     ○３矢田 晃一郎 
(新日本製鐵・八幡)               (本田技研・熊本) 
２上田 正俊       Ｇ・Ｓ優勢勝    ２利光 良夫 
(十全会・聖明病院)            
２和久田 裕人○     袈裟固       ２菊池 幸一 
(東レ・滋賀)                 (新日本製鐵・大分) 
初松井 智弥        優勢勝        初杉浦 成樹 
(セコム上信越)                 (豊田自動織機) 
２金澤 哲郎○       内股        ２大桃 俊也 
(豊田自動織機)                  (セコム上信越) 
２小路 章敏       不戦勝      ○初城戸 勇太 
(関西電力)                  (クラレ・岡山) 
初藤原 淳史       Ｇ・Ｓ優勢勝    初田辺 晴幸 
(東レ・名古屋)                (十全会・聖明病院) 
２崎村 徳樹       Ｇ・Ｓ判定勝   ２表 剛史 
(戸髙鉱業社)                 (東レ・滋賀) 
初冨田 京平        Ｇ・Ｓ判定勝    ３牧平 成貴 
(新日本製鐵・大分)                (トヨタ自動車) 
 



３牧野 泰輔       袖釣込腰      ○２江口 翔平 
(ナチュラル)                  (アイシン精機) 
２平山 涼二       小外掛      ○２川内 雄大 
(セントラル警備保障)              (ＹＫＫ) 
２坂田 秀幸       Ｇ・Ｓ判定勝     ２岡田 昭平 
(十全会・回生病院)               (安川電機) 
２高野 充        払腰       ○２田村 真我 
(セコム上信越)                 (東レ・滋賀) 
２金澤 諒        優勢勝       ２小林 剛 
(三菱重工・名古屋)               (日本貨物鉄道) 
２加藤 豪        Ｇ・Ｓ判定勝     ２中島 由樹 
(衆議院事務局)                 (豊田自動織機) 
初渭原瑛宏        Ｇ・Ｓ払腰     ○２三浦 一馬 
 (東芝)                    (東日本旅客鉄道) 
 
▽２回戦 
２吉崎 晃○      袈裟固        初山本 祐 
(新日本製鐵・広畑) 
２斎藤 亮       不戦勝        ○初長瀬 昌平 
(セコム上信越)  
初坂元 重勝      優勢勝       初清水 亨倫 
(衆議院事務局)  
２梶原 康廣○     小外刈        初増田 健 
(新日本製鐵・大分) 
２日名子 隼輔○    横四方固       無鈴木 久幸 
(トヨタ自動車) 
２大島 祥太郎     袖釣込腰      ○３矢田 晃一郎 
(セコム上信越)  
２李 寛浩       不戦勝       ○２利光 良夫 
(京都医健専門学校)  
２和久田 裕人○    背負投        初松井 智弥 
(東レ・滋賀) 
２小野 勇輝      不戦勝        ○２金澤 哲郎 
(新日本製鐵・広畑)  
初城戸 勇太      優勢勝       初田辺 晴幸 
 



２加藤 寿基      優勢勝        ２表 剛史 
(豊田自動織機) 
初冨田 京平       優勢勝       ２江口 翔平 
２中村 翔平       Ｇ・Ｓ優勢勝    ２川内 雄大 
(三菱重工・名古屋) 
２坂田 秀幸○      背負投       ２田村 真我 
２岡 一太朗       優勢勝       ２金澤 諒 
（新日本製鐵・広畑）   
２加藤 豪       優勢勝        ２三浦 一馬 
(衆議院事務局) 
 
▽３回戦 
２吉崎 晃○      体落        初長瀬 昌平 
初清水 亨倫      小外刈       ○２梶原 康廣 
２日名子 隼輔         優勢勝             ３矢田 晃一郎 
２利光 良夫            Ｇ・Ｓ判定勝      ２和久田 裕人 
２金澤 哲郎            合せ技        ○初田辺 晴幸 
２加藤 寿基       Ｇ・Ｓ判定勝      初冨田 京平 
２中村 翔平○      Ｇ・Ｓ横四方固    ２坂田 秀幸 
２岡 一太朗○      内股         ２加藤 豪 
 
▽４回戦 
２吉崎 晃○      袈裟固        ２梶原 康廣 
２日名子 隼輔     一本背負投     ○２和久田 裕人 
初田辺 晴幸      優勢勝        初冨田 京平 
２中村 翔平       払腰          ○２岡 一太朗 
 
▽準決勝戦 
２吉崎 晃○      崩袈裟固       ２和久田 裕人 
初冨田 京平      Ｇ・Ｓ判定勝    ２岡 一太朗 
 
▽決勝戦 
２吉崎 晃        優勢勝       ２岡 一太朗 
  
 
 



▼女子７８ｋｇ超級 
 
▽１回戦 
２松村 市子       Ｇ・Ｓ判定勝    ３太田 恵理子 
（ヤックスケアサービス）           （北関東綜合警備保障） 
３駒木 奈緒美○     大外刈        ２稲田 美奈子 
（綜合警備保障）               （櫻葉倶楽部） 
２野瀬 美幸       不戦勝      ○３船越 亜美 
（仁康会・小泉病院）             （日本エースサポート） 
２平岩 真実       反則負      ○３相原 千郷 
（ＡＬＳＯＫ群馬綜合ガードシステム）     （櫻葉倶楽部） 
２高瀬 真由○      横四方固      ２藤猪 みち代 
（綜合警備保障）               （日本統合メディカル学院） 
 
▽２回戦 
２杉本 美香       不戦勝      ○２松村 市子 
（コマツ） 
３駒木 奈緒美      優勢勝         ３船越 亜美 
（綜合警備保障） 
３立山 真衣○      支釣込足       ３相原 千郷  
（フォーリーフジャパン） 
３野方 ゆかり○     大外刈        ２高瀬 真由 
（近大クラブ） 
 
▽準決勝戦 
２松村 市子       優勢勝       ３駒木 奈緒美 
３立山 真衣○      大外刈        ３野方 ゆかり 
 
▽決勝戦 
３駒木 奈緒美      総合勝      ○３立山 真衣 
  
 
 
 
 
 



▼女子７８ｋｇ級 

 

▽１回戦 

初片岡 絵理        横四方固    ○２比南原 まい 
（京都医健専門学校）             （瀬野川病院） 
３石川 笑美子       優勢勝       ３北田 裕美子 
（日本エースサポート）            （ワイエスフード） 
 
▽２回戦 
３鳥部谷 真弓○      背負投       ２熱海 美里 
（セコム）                   （ヤックスケアサービス） 
２高橋 千尋○       払腰        ２比南原 まい 
（三井住友海上火災保険） 
４平岡 麻美        Ｇ・Ｓ判定勝    ２柴野 亜希 
（平成国際大学柔道クラブ）          （北関東綜合警備保障） 
初山本 美華        Ｇ・Ｓ判定勝   ３石川 笑美子 
（瀬野川病院） 
 
▽準決勝戦 
３鳥部谷 真弓       上四方固    ○２高橋 千尋 
４平岡 麻美○        崩袈裟固      ３石川 笑美子 
 
▽決勝戦 
２高橋 千尋        優勢勝       ４平岡 麻美 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▼女子７０ｋｇ級 

 

▽１回戦 

２石森 敦子○      不戦勝       ３佐々木 琴子 

（近大クラブ）                （府中刑務所）  

３杉野 友香       優勢勝       ２大呂 佳代 

（金沢学院クラブ）              （日本統合メディカル学院） 

２児山 沙月○      Ｇ・Ｓ上四方固   ２薗田 香織 

（日本生命保険）               （仁康会・小泉病院） 

２江口 めぐみ      合せ技      ○２島本 裕子 

（北関東綜合警備保障）            （ヤックスケアサービス） 

 

▽２回戦 

３今井 優子○      合せ技       ２森 沙弥香 

（了德寺学園）               （綾羽） 

２城田 慶子       合せ技      ○２石森 敦子 

（櫻葉倶楽部） 

２遠藤 あやね      大外刈      ○２ＧＲＥＶＥ ELISABETH 

（日光警備保障）              （コマツ） 

２鈴木 美穂       崩袈裟固     ○３杉野 友香 

（綜合警備保障）  

２植木 順子○      双手刈        ３浜岡 睦月 

（セコム）                  （Ｋ．Ｋスポーツ） 

２森田 夕貴子      内股        ○２児山 沙月 

（ほのぼの会）  

３岡 明日香       優勢勝        ２長瀬 めぐみ 

（コマツ）                 （ぎふ柔道クラブ２４） 

初黒済 知香子      裏投        ○２島本 裕子 

（日光警備保障）  

 

▽３回戦 

３今井 優子       優勢勝       ２石森 敦子 

２ＧＲＥＶＥ ELISABETH○ 大内刈       ３杉野 友香 

２植木 順子○      袈裟固        ２児山 沙月 

２長瀬 めぐみ      優勢勝       ２島本 裕子 

 



▽準決勝戦 

３今井 優子○      大外刈        ２ＧＲＥＶＥ ELISABETH 

２植木 順子○      袈裟固        ２長瀬 めぐみ 

 

▽決勝戦 

３今井 優子       優勢勝        ２植木 順子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼女子６３ｋｇ級 

 

▽１回戦 

４李 馥熙○      不戦勝         ２栗田 さくら子 

（仙台大学柔道クラブ）            （日本一ソフトウエア） 

２的場 由貴      大腰       ○２石井 妙利 

（近大クラブ）               （日大三高柔道クラブ） 

３伊福 幸子       大内刈      ○初唐沢 理 

（日柔整請求サービス）           （仁康会・小泉病院） 

２吉田 理奈      上四方固     ○３笠原 洵佳 

（高宮接骨院）               （全国警備保障） 

初堀 るみ       両者棄権      ２田渕 たまえ 

（トヨタ自動車）              （東海旅客鉄道） 

 

▽２回戦 

３川崎 由紀      不戦勝      ○２橋本 果奈 

（了德寺学園）               （仁康会・小泉病院） 

初岡本 奈々恵     腕挫三角固     ○４李 馥熙 

（瀬野川病院）  

２谷本 育実○     横四方固      ２長谷川 美香 

（コマツ）                 （高宮接骨院） 

２相澤 実希       優勢勝      ２石井 妙利 

（ヤックスケアサービス） 

初阿部 香菜○      横四方固     ２山下 敦子 

（三井住友海上火災保険）          （長岡綜合食品店） 

３松井 陽子       優勢勝       初唐沢 理 

（丸順） 

２小澤 理奈      Ｇ・Ｓ判定勝    ３笠原 洵佳 

（ミキハウス） 

初久保 美聡○     不戦勝 

（ワイエスフード） 

 

▽３回戦 

２橋本 果奈       縦四方固     ○４李 馥熙 

２谷本 育実○      横四方固      ２石井 妙利 

初阿部 香菜○      出足払      ３松井 陽子 



２小澤 理奈       優勢勝       初久保 美聡 

 

▽準決勝戦 

４李 馥熙        払腰      ○２谷本 育実 

初阿部 香菜           Ｇ・Ｓ優勢勝     ２小澤 理奈 

 

▽決勝戦 

２谷本 育実○      上四方固      ２小澤 理奈 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼女子５７ｋｇ級 

 

▽1 回戦 

初松尾 星○       横四方固     ３秋山 夏紀 

（仁康会・小泉病院）            （愛産大柔道クラブ） 

３植田 庸子       優勢勝     ３野中 未奈 

（日本統合メディカル学院）         （コマツ） 

３岡崎 綾子       優勢勝      ３高部 由美 

（まるや接骨院）              （日本生命保険） 

３井上 美果子      横四方固    ○３河田 恵里佳 

（龍谷クラブ）               （セコム） 

初塩瀬 絢子○      縦四方固      初御厨 貴香子 

（三井住友海上火災保険）           （近大クラブ） 

３粟野 壽子        優勢勝      ２箱田 明日香 

（フォーリーフジャパン）          （ＡＬＳＯＫ群馬綜合ガードシステム） 

２松本 明子       Ｇ・Ｓ判定勝   ２佐々木 梓 

（コマツ）                 （東日本旅客鉄道） 

２南雲 春乃       Ｇ・Ｓ判定勝    ２富樫 冴恵 

（ＡＬＳＯＫ群馬綜合ガードシステム）    （衆議院事務局） 

３渡邊 麻奈美      Ｇ・Ｓ判定勝   ３小山 恵 

（広島大学柔道クラブ）           （ワールド警備保障） 

３伊福 涼子       不戦勝      ○初継田 庸子 

（日柔整請求サービス）           （自衛隊体育学校） 

３西 亜沙美       不戦勝      ○２永井 万理恵 

（仙台大学柔道クラブ）           （京都医健専門学校） 

２中 安菜         Ｇ・Ｓ判定勝    ２山本 舞 

（龍谷クラブ）               （肥後銀行） 

 

▽２回戦 

２宮本 樹理○       腕挫十字固    初松尾 星 

（了德寺学園） 

３野中 未奈        優勢勝      ３岡崎 綾子 

（コマツ） 

２廣村 麻衣        優勢勝      ３河田 恵里佳 

（自衛隊体育学校） 

初塩瀬 絢子        横四方固    ○３粟野 壽子 



２宇高 菜絵○       合せ技      ２佐々木 梓 

（コマツ） 

２南雲 春乃        Ｇ・Ｓ判定勝   ３小山 恵 

 

３滝口 並穂         優勢勝      初継田 庸子 

（セコム） 

２永井 万理恵○       大外刈      ２中 安菜 

 

▽３回戦 

２宮本 樹理         優勢勝     ３野中 未奈 

２廣村 麻衣         Ｇ・Ｓ判定勝 ３粟野 壽子 

２宇高 菜絵○        大外刈     ３小山 恵 

３滝口 並穂○        裏投      ２永井 万理恵 

 

▽準決勝戦 

３野中 未奈         優勢勝     ３粟野 壽子 

２宇高 菜絵         優勢勝     ３滝口 並穂 

 

▽決勝戦 

３野中 未奈         崩袈裟固        ○２宇高 菜絵 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼女子５２ｋｇ級  

 

▽１回戦 

２福岡 悠○       横四方固      ３佐野 史枝 

（福大クラブ）               （日柔整請求サービス） 

初岩永 地可       優勢勝      ２中田 雅子 

（仁康会・小泉病院）            （日大三高柔道クラブ） 

２津野 晴美       不戦勝      ○２増田 淳子 

（ひらた整骨院）              （十全会・回生病院） 

２武田 三友紀       Ｇ・Ｓ判定勝    ２寛藤 佐知子 

（日本エースサポート）           （ヤックスケアサービス） 

初荻野 早映○       不戦勝      初木村 瞳 

（米田柔整専門学校）             （綜合警備保障） 

３廣川 文美         優勢勝      ３富田 悠香 

（自衛隊体育学校）              （松前柔道クラブ） 

３松村 遥香        上四方固     ○２佐藤 充加 

（金沢学院クラブ）              （全国警備保障） 

２小島 愛子         優勢勝       ３東川 真梨 

（自衛隊体育学校）              （ヤックスケアーサービス） 

３宇都宮 奈美       横四方固    ○２國本 美津子 

（ＭＪＣ）                  （シナノ企画） 

２川越 美和        優勢勝      初海老沼 直美 

（仁康会・小泉病院）             （ＮＥＸＣＯ柔道倶楽部） 

３嶋田 美和○       横四方固     ２永井 菜穂子 

（天理高校職員倶楽部）            （日柔整請求サービス） 

３藤井 敬子        不戦勝     ○３小野村 智子 

（横浜国大柔友会）              （ワールド警備保障） 

３松尾 文○        不戦勝      ２北畠 まや 

（日大三高柔道クラブ）            （日本エースサポート） 

３橋本 奈実○       腕がらみ     ２宮林 直加 

（ヤックスケアーサービス）          （日本生命保険） 

２北田 佳世○       不戦勝      初木村 英里 

（高宮接骨院）                （日本一ソフトウエア） 

 

 

 



▽２回戦 

３近藤 優子        優勢勝      ２福岡 悠 

（Ｓ・Ｔ・Ｏ） 

２中田 雅子        上四方固   ○２増田 淳子 

２武田 三友紀        優勢勝     初荻野 早映 

３廣川 文美○       腕挫三角固   ２佐藤 充加 

２小島 愛子○       出足払     ２國本 美津子 

２川越 美和        横四方固   ○３嶋田 美和 

３小野村 智子○      双手刈     ３松尾 文 

３橋本 奈実        優勢勝    ２北田 佳世 

 

▽３回戦 

３近藤 優子        優勢勝     ２増田 淳子 

２武田 三友紀○      肩固      ３廣川 文美 

２小島 愛子         優勢勝     ３嶋田 美和 

３小野村 智子       背負投    ○２北田 佳世 

 

▽準決勝戦 

３近藤 優子         Ｇ・Ｓ判定勝  ２武田 三友紀 

２小島 愛子         優勢勝      ２北田 佳世 

 

▽決勝戦 

３近藤 優子         Ｇ・Ｓ優勢勝  ２小島 愛子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼女子４８ｋｇ級 

 

▽１回戦 

２竹本 舞         優勢勝     ２鈴木 智紀子 

（広島大学柔道クラブ）            （自衛隊体育学校） 

 

▽２回戦 

２宝 真由美         優勢勝     ２矢野 愛 

（コマツ）                  （三井生命保険） 

２濱野 由佳        内股     ○３末成 雅子 

（櫻葉倶楽部）                （横浜国大柔友会） 

３平野 真葉        Ｇ・Ｓ優勢勝   初新井 愛 

（十全会・回生病院））            （北関東綜合警備保障） 

３谷本 千絵○       横四方固    ２鈴木 智紀子 

（たんぽぽ助産院） 

 

▽準決勝戦 

２宝 真由美○       崩上四方固   ３末成 雅子 

３平野 真葉        Ｇ・Ｓ優勢勝 ３谷本 千絵 

 

▽決勝戦 

２宝 真由美○       体落      ３谷本 千絵 


