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第４１回全日本実業柔道個人選手権大会 全試合記録 

 
※便宜上、勝敗記号を以下の通りとしています。 
 一本勝        ○ 
 技ありｏｒ指導３   ③ 
 有効 ｏｒ指導２   ② 
 旗判定        ④ 

 
男子１００ｋｇ超級 

 
▽１回戦 
４古賀 崇裕       ○  払腰      ３藤井 健太 
（京葉ガス）                  （立川拘置所） 
３佐々田 裕良      ○  反則負     ４尾本 裕也 
（ダイコロ）                   （九州電力） 
２松岡 晃史          肩固    ○ ３田村 貴成 
（十全会･おおりん病院）            （東洋水産） 
４高橋 光一郎       ②（大内返）     ３河原 良太 
（戸髙鉱業社）                 （日経サービス） 
３進藤 敬           内股     ○ ３西野 春樹 
（東日本旅客鉄道）               （アーバンセキュリティ） 
３渡辺 公         ○  横四方固    ５堀内 真 
（月江寺柔道クラブ）              （徳島刑務所） 
２西井 佑介                ○  谷落      初山冨 聖矢 
（和歌山柔栄会）                （三菱重工･名古屋） 
３石﨑 太亜帆       ○  小外刈     ２後藤 貴陸 
（日経サービス）      （ゴールデンスコア） （十全会･おおりん病院） 
５大鋸 新         ○  大外刈     ４紺野 大輔 
（旭化成）                   （京葉ガス） 
３川野 達也           優勢勝   ④ ３合田 良太 
（九州電力）        （ゴールデンスコア） （ダイコロ） 
３荒木 史起           合せ技   ○ ３武井 寛明 
（十全会･聖明病院）               （センコー） 
３鎮守 直樹           合せ技   ○ ４中鉢 慧 



（十全会･回生病院）               （新日本製鐵･広畑） 
▽２回戦 
６生田 秀和        ○  腕挫腕固    ３林田 峻也 
（ALSOK）                   （松前柔道クラブ） 
５山本 和博           不戦勝   ○ ３相原  翔旭 
（本田技研・熊本）               （三菱化学物流） 
３森本 誠           （指導２）  ② ３河井 修二 
（日経サービス）                （東レ・滋賀） 
４高井 洋平           不戦勝   ○ ４古賀 崇裕 
（旭化成）               
４上田 将之        ④  優勢勝     初田邊 晴幸 
（海上自衛隊横須賀連合）            （十全会･聖明病院） 
３立松 直樹           払腰    ○ ３佐々田 裕良 
（米田柔整専門学校） 
２黒木 昭博            不戦勝   ○ ３西原 克明 
（和歌山柔栄会）                （十全会･回生病院） 
４佐藤 充弘        ②  優勢勝     ３田村 貴成 
（日本中央競馬会） 
４市川 裕治        ○  袈裟固     初藤川 裕喜 
（京葉ガス）                  （海上自衛隊横須賀） 
３森 俊介         ②  優勢勝     ４永田 尚道 
（九州電力）                （大阪府柔道整復師柔道連盟） 
２松浦 誠            内股    ○ ３清水 大輔 
（新日本製鐵･八幡）               （パーク２４） 
２長岡 竜二           大外刈   ○ ４高橋 光一郎 
（日本生命保険）  
５佐藤 武尊           不戦勝   ○ ３辻 玄太 
（了德寺学園）                 （旭化成） 
２朝香 拓巳           優勢勝   ① ３西野 春樹 
（十全会･聖明病院） 
２山崎 茂樹          不戦勝   ○  ２堀口 健太 
（十全会･回生病院）               （井野整形外科） 
３船津 正貴        ○  小外刈     ３渡辺 公 
（奈良少年刑務所）  
４西村 久毅        ① （背負投）    ２木藤 翼 
（了德寺学園）                 （東レ・滋賀） 



２崎村 栄一郎         （指導２）   ② ２吉本 浩隆 
（戸髙鉱業社）                 （広島大学柔道クラブ） 
３谷本 義人           横四方固 ○  ４片渕 慎弥 
（ダイコロ）                  （日本中央競馬会） 
３月波 貴広        ② （払巻込）     ２西井 佑介   
（パーク２４） 
３七戸 龍         ○  大外刈     初高木 英哲 
（九州電力）                  （米田柔整専門学校） 
３村上 和幸          不戦勝   ○  ３石﨑 太亜帆 
（ALSOK） 
２小田口 真也         横四方固  ○  ２出本 宣弘 
（九電工）                   （三菱レイヨン・大竹） 
５西郷 二郎          払腰    ○  ５大鋸 新  
（海上自衛隊横須賀） 
３木村 純        ○  小外刈      初多田 寛享 
（旭化成）                   （パーク２４） 
３濱端 洋益                   優勢勝  ④  ２長田 哲治 
（日本通運）         （ゴールデンスコア）（東洋水産） 
３木村 元太           合せ技  ○  ３諸見里 真経 
（日柔整請求サービス）              （奈良少年刑務所） 
２沼田 康弘           小外刈  ○  ３合田 良太 
（東レ・滋賀）           
４石井 竜太       ○   大内刈     ２小林 準起 
（日本中央競馬会）                （甲南柔友会） 
３横尾 昭夫           優勢勝  ①  ３武井 寛明 
（日光警備保障）       （ゴールデンスコア） 
３藤原 健吾       ○   不戦勝     ４工藤 龍輝 
（アーバンセキュリティ）             （ALSOK） 
４須藤 紘司       ①   優勢勝     ４中鉢 慧 
（京葉ガス） 

 
▽３回戦 
６生田 秀和        ○  横四方固    ３相原 翔旭 
３河井 修二          （支釣込腰）② ４古賀 崇裕 
４上田 将之           払腰     ○ ３佐々田 裕良 
３西原 克明           大内刈   ○ ４佐藤 充弘 



４市川 裕治        ○  大内刈     ３森 俊介 
               （ゴールデンスコア） 
３清水 大輔        ④    優勢勝     ４高橋 光一郎 
               （ゴールデンスコア） 
３辻 玄太         ○  横四方固    ３西野 春樹 
２堀口 健太           小外掛   ○ ３船津 正貴 
４西村 久毅        ○  内股      ２吉本 浩隆 
４片渕 慎弥        ○  内股      ３月波 貴広  
３七戸 龍         ○  内股      ３石﨑 太亜帆 
２出本 宣弘           大外刈   ○ ５大鋸 新 
３木村 純         ○  大外刈     ２長田 哲治 
３諸見里 真経          大外刈   ○ ３合田 良太 
４石井 竜太        ○  大外刈     ３武井 寛明 
３藤原 健吾           背負投   ○ ４須藤 紘司  

 
▽４回戦 
６生田 秀和        ②  優勢勝     ４古賀 崇裕 
３佐々田 裕良       ②   優勢勝     ４佐藤 充弘 
               （ゴールデンスコア） 
４市川 裕治          払腰     ○  ３清水 大輔 
３辻 玄太         ④ 優勢勝       ３船津 正貴 
              （ゴールデンスコア） 
４西村 久毅           優勢勝    ②  ４片渕 慎弥  
３七戸 龍            優勢勝    ①  ５大鋸 新 
３木村 純         ○ 反則負       ３合田 良太 
４石井 竜太        ④ 優勢勝       ４須藤 紘司  
              （ゴールデンスコア） 

 
▽５回戦  
６生田 秀和         ○  縦四方固      ３佐々田 裕良         

３清水 大輔          （内股）    ②  ３辻 玄太 
４片渕 慎弥           優勢勝    ④  ５大鋸 新 
               （ゴールデンスコア） 
３木村 純            小外刈    ○  ４石井 竜太 

 
▽準決勝戦 



６生田 秀和            合せ技    ○  ３辻 玄太 
（ＡＬＳＯＫ）                   （旭化成） 
５大鋸 新            小外刈    ○  ４石井 竜太 
（旭化成）                     （日本中央競馬会） 

 
▽決勝戦 
３辻 玄太            大外刈    ○  ４石井 竜太 
（旭化成）                     （日本中央競馬会） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



男子１００ｋｇ級 

 
▽1 回戦 
３中島 大勝       ④  優勢勝      ３千葉 満仁 
（九電工）         （ゴールデンスコア）（まるや接骨院） 
３濱上 耕平       ○  払腰       ２西山 侑斗 
（ＡＬＳＯＫ）                 （トーエー企業） 
３阿野 圭一          袈裟固    ○ ３當眞 和季 
（大阪府柔道整復師柔道連盟）          （東芝） 
５山田 光穂          袖釣込腰   ○ ３出羽 拓馬 
（龍谷クラブ）                （アーバンセキュリティ） 
５西田 清二          内股          ○  ３杉淵 雄太朗 
（東日本旅客鉄道）                             （センコー） 
２西野 慎太郎         優勢勝    ① ２大森 道広 
（明治東洋医学院専門学校）           （河内厚生会） 
３志村 優太      ②   優勢勝      ３折田 裕介 
（東芝）                    （日経サービス） 
３小坂 篤志      ○   小外刈      ３中村 剛久 
（日本通運）                  （ぎふ柔道クラブ２４） 
３田村 真我       ○   払巻込      ２志賀 三記央 
（東レ･滋賀）                  （セントラル警備保障） 
３西條 裕喜          小外刈    ○ ２平江 勝 
（十全会･回生病院）               （本田技研･熊本） 
２名雪 挙矢      ② （大外巻込）     ４清田 雄大 
（東日本旅客鉄道）        （ゴールデンスコア）  （三菱重工･名古屋） 
２増田 龍二          横四方固   ○１級ラディック へクル 
（セントラル警備保障）             （Ｋ.Ｋスポーツ） 
３堀口 毅           優勢勝    ② ３奥井 真也 
（アーバンセキュリティ）            （東芝） 

 
▽２回戦 
４西潟 健太          不戦勝    ○ ３細田 真史 
（旭化成）                   （戸髙鉱業社） 
３新井 優来       ①  優勢勝      ３鈴木 盛将 
（ぎふ柔道クラブ２４）             （東芝） 
２小野 勇輝       ○  合せ技      ４棚橋 正典 



（新日本製鐵･広畑）               （豊田自動織機） 
３坂本 厚           不戦勝    ○ ３中島 大勝 
（セントラル警備保障） 
４浦田 剛        ○  不戦勝      ２佐藤 糸織 
（ＮＥＸＣＯ柔道倶楽部）            （金沢学院クラブ） 
３戸邊 竜二          上四方固   ○ ３濱上 耕平 
（アーバンセキュリティ） 
２高須 秀也       ○  支釣込足     初谷村 欣哉 
（ナチュラル）                 （大阪ガス） 
３石本 光樹       ○  上四方固     ３當眞 和季 
（センコー） 
３延城 啓和       ○  支釣込足        ３吉田 岳文 
（パーク２４）                         （十全会･回生病院） 
２古谷 太一郎       ○  上四方固    ３中原 大輔 
（日光警備保障）                （徳島刑務所） 
３田中 直毅          背負投    ○ ３砂原 芳徹 
（Ｋ.Ｋスポーツ）                （近畿通関） 
２角 明典        ① （大外刈）     ３出羽 拓馬 
（東レ･滋賀）        
３青田 進也          横四方固   ○ ３大熊 将史 
（海上自衛隊横須賀）              （日本通運） 
２久米川 弘文         優勢勝    ② ３杉淵 雄太朗 
（東芝）          （ゴールデンスコア） 
３羽田 大        ②   優勢勝       ３小野 武志 
（十全会･聖明病院）               （セントラル警備保障） 
４増渕 樹        ○   合せ技      ２大森 道広 
（旭化成） 
３野田 嘉明        ○   背負投      ３土井 隆司 
（旭化成）                    （近畿通関） 
２崎村 和幸           払腰     ○ ４林 立峰 
（戸髙鉱業社）                  （京葉ガス） 
３谷本 竜孝           不戦勝    ○ ２谷口 邦明 
（大阪府柔道整復師柔道連盟）           （日光警備保障） 
３波多江 純平          優勢勝    ① ３志村 優太 
（九電工） 
３岩井 学        ○   大外刈      ５丸田 剛 



（アーバンセキュリティ）             （海上自衛隊横須賀） 
４今井 敏博       ○   大外刈      ３小坂 篤志 
（ALSOK） 
５川波 慎太郎      ②   優勢勝      ３駒瀬 雅洋 
（九州電力）（センコー） 
３菅澤 寛胤           払巻込    ○ ３田村 真我 
（ＪＲ東日本リテールネット） 
５森本 翔太           優勢勝    ② ３川端 恭平 
（了德寺学園）                  （新日本製鐵･広畑） 
２阪本 大地           大外刈    ○ ２平江 勝 
（明治東洋医学院専門学校） 
２武田 雅史           優勢勝    ① ４佐藤 淳司 
（東芝）                     （ＭＪＣ） 
４田矢 信二           縦四方固   ○ ２名雪 挙矢 
（日柔整請求サービス） 
３鈴木 貴之       ④   優勢勝      ２井ノ上 貢 
（センコー）         （ゴールデンスコア）（ALSOK） 
３小林 勇介       ④   優勢勝    １級ラディック へクル  
               （ゴールデンスコア） 
（金沢学院クラブ） 
３山川 陽平                    払巻込    ○ ３出口 雄樹 
（近畿通関）                   （旭化成） 
３太江田 進吾         支釣込足   ○ ３奥井 真也 
（肥後銀行） 

 
▽３回戦 
３細田 真史          大内刈    ○ ３新井優来 
２小野 勇輝        ○  内股       ３中島 大勝 
４浦田 剛            優勢勝    ① ３濱上 耕平 
２高須 秀也        ○  大内刈      ３石本 光樹 
３延城 啓和            出足払    ○ ２古谷 太一郎  
３砂原 芳徹           上四方固   ○ ２角 明典   
３大熊 将史          優勢勝    ② ３杉淵 雄太朗 
３羽田 大            内股     ○ ４増渕 樹         
３野田 嘉明       ②   優勢勝      ４林 立峰 
              （ゴールデンスコア） 



２谷口 邦明          大腰     ○ ３志村 優太 
３岩井 学            小外刈    ○ ４今井 敏 
５川波 慎太郎      ○   背負投      ３田村 真我 
３川端 恭平       ○   内股       ２平江 勝 
４佐藤 淳司          小外刈      ２名雪 挙矢 
３鈴木 貴之       ②   優勢勝      ３小林 勇介 
３出口 雄樹          優勢勝    ② ３奥井 真也 

 
▽４回戦 
３新井優来          ○    払腰          ２小野 勇輝   
３濱上 耕平                 優勢勝      ３石本 光樹 
３延城 啓和       ④  優勢勝      ２角 明典 
              （ゴールデンスコア） 
３杉淵 雄太朗         大外刈    ○ ４増渕 樹  
３野田 嘉明        ○  背負投      ３志村 優太 
４今井 敏         ○  小外刈      ５川波 慎太郎 
３川端 恭平        ○    横四方固     ２名雪 挙矢 
３鈴木 貴之              大腰     ○ ３奥井 真也 

 
▽５回戦 
３新井 優来       ④  優勢勝      ３石本 光樹 
              （ゴールデンスコア） 
３延城 啓和          内股     ○ ４増渕 樹  
３野田 嘉明       ①  優勢勝      ４今井 敏        
３川端 恭平           優勢勝    ④ ３奥井 真也 
              （ゴールデンスコア） 

 
▽準決勝戦 
３新井 優来          背負投    ○ ４増渕 樹  
（ぎふ柔道クラブ２４）              （旭化成） 
３野田 嘉明       ○  総合勝      ３奥井 真也 
（旭化成）                    （東芝） 

 
▽決勝戦 
４増渕 樹         ○    内股       ３野田 嘉明 
（旭化成）                    （旭化成） 



男子９０ｋｇ級 

 
▽１回戦 
２神澤 徹          横四方固    ○ ３宮原 大治 
（東日本旅客鉄道）               （和歌山柔栄） 
４菊川 顕          優勢勝     ④ ５矢嵜 雄大 
（ＯＪＣ）        （ゴールデンスコア） （月江寺柔道クラブ） 
３高田 薫識       ①（指導３）      ３須藤 悟 
（まるや接骨院）                （仙台大学柔道クラブ） 
３小畑 悠大         外巻込     ○ ３久保寺 佑次郎 
（十全会･回生病院）               （東芝） 
２藤川 祐一         体落      ○ ３近藤 雅和 
（陸上自衛隊 川内駐屯地）            （九州電力） 
３清水 博紀       ② 優勢勝       初清水 亨倫 
（甲南柔友会）                 （東日本旅客鉄道） 
３星野 誠基         内股      ○ ４河添 佑 
（徳島刑務所）                  （旭化成） 
３笠原 丈幸       ○ 小外掛       ４沼田 貴廣 
（まるや接骨院）                 （センコー） 
３上 裕太          払腰      ○ ２加藤 豪 
（セントラル警備保障）              （衆議院事務局） 

 
▽２回戦 
５佐藤 陽介       ○ 裏投      ○ ３美和 昭紀 
（ツクバ計画）                  （日経サービス） 
初菊地 真英         体落      ○ ４河原 正太 
（北関東綜合警備保障）              （京葉ガス） 
３齊藤 俊一         大外刈     ○ ３齋藤 俊 
（国際武道大学柔友会）              （新日本製鐵･広畑） 
２金澤 潤一       ② 優勢勝       ３宮原 大治 
（日光警備保障）                  
３笠井 宝聖       ○ 払腰        ３森田 大 
（アーバンセキュリティ）             （建装工業） 
４近間 秀明       ○ 大内返       ３篠原 渉 
（立川拘置所）                  （九電工） 
３手島 尚宏       ○ 大内刈       ２利光 良夫 



（センコー）                   （三菱重工･名古屋） 
３井川 方典         横四方固    ○ ５矢嵜 雄大 
（ＭＪＣ）                     
２岸川 健一朗      ○ 不戦勝       ６桂 剛 
（三菱化学物流）              （大阪府柔道整復師柔道連盟） 
２前田 勇二       ② 優勢勝       ２江原 昭充 
（東日本旅客鉄道）                （セントラル警備保障） 
３田中 貴大       ○ 巴投        ６信國 文孝 
（旭化成）                    （三井柔道クラブ） 
２福林 敬悟         優勢勝     ② ３高田 薫識 
（米田柔整専門学校）                
２浅田 健志         小外掛     ○ ２浦上 裕昇 
（大阪ガス）                   （十全会･おおりん病院） 
４橋本 悠司         優勢勝     ① ５馬場 大輔 
（東京消防庁）                 （中京柔道クラブ） 
２山崎 真          内股      ○ ２茂木 唯文 
（三菱重工･名古屋）               （井野整形外科） 
３前原 淳          大外刈     ○ ３久保寺 佑次郎 
（甲南柔友会）                   
３手塚 龍大       ○ 横四方固      ２井上 雄貴 
（京葉ガス）                   （日本生命保険） 
３本田 英彦       ○ 不戦勝       ２佐藤 貴也 
（ＯＪＣ）                    （東日本旅客鉄道） 
３宮原 祐        ○ 背負投       ３島 正樹 
（帝京大学柔道クラブ）              （三菱化学物流） 
３山本 宜秀       ○ 出足払       ３近藤 雅和 
（日本中央競馬会）                 
５法兼 真        ○ 横四方固      ３下川 良太 
（ALSOK）                    （関西学院柔道クラブ） 
３川瀬 孝司       ○ 背負投       ４丹羽 十堂 
（ぎふ柔道クラブ２４）              （ＭＪＣ） 
２池﨑 巧          不戦勝     ○ ３吉村 聖二 
（新日本製鐵･八幡）                （ゆうスポーツクラブ） 
３青木 和明       ② （内股）       ３清水 博紀 
（東レ･滋賀）       （ゴールデンスコア）           
３中野 哲也         掬投     ○２ゲンデン バタエルデネ 



（日経サービス）                 （松前柔道クラブ） 
３松宮 広          不戦勝     ○ ２浜野 悟 
（新日本製鐵･広畑）                （三菱重工･名古屋） 
３望月 竜太         内股      ○ ３花本 隆司 
（ワイエスフード）                （京葉ガス） 
初古田 智史         不戦勝     ○ ４河添 佑 
（濱田重工）                    
４三宅 恵介       ② 優勢勝       ４野瀬 光洋 
（ナチュラル）                  （国士舘柔道クラブ） 
初桑原 隆将         払腰      ○ ３笠原 丈幸 
（十全会･おおりん病院）               
２小畑 広高         優勢勝     ② ２和知 幸一 
（東日本旅客鉄道）                （日光警備保障） 
４平野 喜彦       ② 優勢勝       ２加藤 豪 
（和歌山柔栄会）     

 
▽３回戦 
５佐藤 陽介         優勢勝     ④ ４河原 正太 
             （ゴールデンスコア） 
３齋藤 俊        ○ 小外掛       ２金澤 潤一 
３笠井 宝聖       ④ 優勢勝       ４近間 秀明 
             （ゴールデンスコア） 
３手島 尚宏         優勢勝     ① ５矢嵜 雄大 
２岸川 健一朗      ② 優勢勝       ２前田 勇二 

    （ゴールデンスコア）  
３田中 貴大         内股      ○ ３高田 薫識 
２浦上 裕昇         小外掛     ○ ５馬場 大輔 
２茂木 唯文         払腰      ○ ３久保寺 佑次郎 
３手塚 龍大       ② 優勢勝       ３本田 英彦 
３宮原 祐          優勢勝     ② ３山本 宜秀   
５法兼 真        ② 優勢勝       ３川瀬 孝司  

 （ゴールデンスコア） 
３吉村 聖二         横四方固    ○ ３青木 和明  
２ゲンデン バタエルデネ   内股      ○ ２浜野 悟 
３花本 隆司       ② 優勢勝       ４河添 佑 
             （ゴールデンスコア） 



４三宅 恵介       ○ 背負投       ３笠原 丈幸 
２和知 幸一         裸絞      ○ ４平野 喜彦 

 
▽４回戦 
４河原 正太         優勢勝     ④ ３齋藤 俊 
             （ゴールデンスコア） 
３笠井 宝聖        （指導２）    ② ５矢嵜 雄大 
２岸川 健一朗        内股      ○ ３高田 薫識    
５馬場 大輔       ○ 小内刈       ３久保寺 佑次郎 
３手塚 龍大         優勢勝     ④ ３山本 宜秀  
             （ゴールデンスコア） 
５法兼 真        ② 優勢勝       ３青木 和明  
２浜野 悟          背負投     ○ ３花本 隆司  
４三宅 恵介       ○ 総合勝       ４平野 喜彦 

 
▽５回戦 
３齋藤 俊          優勢勝     ② ５矢嵜 雄大 
            （ゴールデンスコア） 
３高田 薫識         合せ技     ○ ５馬場 大輔  
３山本 宜秀         優勢勝     ④ ５法兼 真 
             （ゴールデンスコア） 
３花本 隆司       ○ 大外刈       ４三宅 恵介 

 
▽準決勝戦 
５矢嵜 雄大       ② （指導２）     ５馬場 大輔  
（月江寺柔道クラブ）               （中京柔道クラブ） 
５法兼 真          大外刈     ○ ３花本 隆司 
（ALSOK）                   （京葉ガス） 

 
▽決勝戦 
５矢嵜 雄大         谷落      ○ ３花本 隆司 
（月江寺柔道クラブ）               （京葉ガス） 

  
 
 
 



男子８１ｋｇ級  

 

▽１回戦  

３平尾 譲一       ○ 内股        ４高橋 益也 

（パーク２４）                （ALSOK 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ） 

３村上 祐太       ○ 不戦勝       ２呉 世鎭 

（陸上自衛隊・川内駐屯地）            （早稲田柔道クラブ） 

３木次 達也       ○ 送足払       ３山田 恭平 

（高宮接骨院）                  （東芝） 

２萬代 一樹       ○ 小外刈       ３日當 将人 

（日本生命保険）                 （日本通運） 

３澤田 拓也       ○ 内股        ２大野 剛 

（アイシン精機）                 （新日本製鐵･八幡） 

初ハーレー 公治       大外刈     ○ ３三熊 裕也 

（広島大学柔道クラブ）              （東日本旅客鉄道） 

３田中 大介       ② 優勢勝       ３加藤 博紀 

（ぎふ柔道クラブ２４）              （建装工業） 

４松田 敬士       ○ 一本背負投     ３福田 伸 

（ゆうスポーツクラブ）              （河内厚生会） 

４斎藤 順道       ○ 一本背負投     ３野中 圭太 

（ＪＡＫＥ･ＪＡＰＡＮ）              （海上自衛隊横須賀） 

５高野 将舟       ○ 大内刈       ３福田 幸司 

（千葉市消防局）                 （東レ･名古屋） 

６長谷川 靖二朗       縦四方固    ○ ３千葉 大介 

（大阪府柔道整復師柔道連盟）           （旭化成） 

４乙名 将吾       ○ 腕挫十字固     ３武田 茂之 

（戸髙鉱業社）                  （新日本製鐵･広畑） 

３小野寺 将志      ④ 優勢勝       ４清水 大樹 

（千代田インテグレ）  （ゴールデンスコア）   （徳島刑務所） 

２小串 勝一         背負投     ○ ４平野 太 

（濱田重工）                   （近畿通関） 

３菊地 雅博       ○ 上四方固      ３石井 大輔 

（金沢学院クラブ）                （セントラル警備保障） 

３庄本 泰崇       ○ 上四方固      初田浦 昂希 

（明治東洋医学院専門学校）            （豊田自動織機） 

４大田黒 貴士        背負投     ○ 初ｶﾞﾝﾊﾞｰﾄﾙ ﾌﾃﾞﾚﾑﾝﾌ 



（Ｋ.Ｋスポーツ）                （京都医健専門学校） 

３海老 泰博       ○ 不戦勝       初横山 光輔 

（旭化成）                   （井野整形外科） 

２山手 大地         優勢勝     ④ ２赤木 竜一 

（ＹＫＫ）        （ゴールデンスコア）（陸上自衛隊・川内駐屯地） 

３佐藤 大地       ○ 内股        ３小林 浩一 

（了德寺学園）                  （横浜国大柔友会） 

３丸山 修平         不戦勝     ○ 初中川 卓典 

（和歌山柔栄会）                 （東芝） 

３山本 泰三       ○ 袈裟固       ３入来 寛久 

（九州電力）                   （関西学院柔道クラブ） 

４村上 正樹         不戦勝     ○ ２平本 龍三 

（ＭＪＣ）                    （肥後銀行） 

３藤原 隆浩       ○ 送襟絞       ３城之内 寛予 

（日柔整請求サービス）              （ＪＦＥスチール） 

２齊藤 雅彦         袈裟固     ○ ４海老沼 聖 

（豊田自動織機）                 （パーク２４） 

２丸峯 龍勝         小内刈     ○ ２辻 昌吾 

（日本通運）                   （ダイコロ） 

２佐々木 拓磨      ○ 不戦勝       ２阿野 政敬 

（横浜国大柔友会）                （阿野道場） 

３立野 仁徳       ○ 腕挫十字固     ３山本 庸介 

（三菱化学物流）                 （日本生命保険） 

４横山 大輔       ① 優勢勝       ３山下 要 

（井野整形外科）              （大阪府柔道整復師柔道連盟） 

４珠玖 龍市       ○ 小内刈       ２野村 浩太 

（近畿通関）                   （自衛隊体育学校） 

４鹿内 健吾         背負投     ○ ４本間 光 

（東日本旅客鉄道）               （アーバンセキュリティ） 

３渡邉 拓真         優勢勝     ② ３竹森 龍也 

（十全会･聖明病院）               （高宮接骨院） 

２増岡 健太         小外掛     ○ ４黒澤 平 

（三菱重工･名古屋）               （東レ･滋賀） 

２田中 健一郎        送足払     ○ ４黒岩 翼 

（千代田インテグレ）               （了德寺学園） 

２中村 淳也         不戦勝     ○ ２黒肥地 良明 



（海上自衛隊横須賀）               （十全会･おおりん病院） 

２埇田 和哉         背負投     ○ ２前川 亮 

（関西学院柔道クラブ）              （日柔整請求サービス） 

３大束 正彦         不戦勝     ○ ２木下 和雄 

（旭化成）                    （Ｋ.Ｋスポーツ） 

２中島 由樹         優勢勝     ② ３佐藤 竜太 

（豊田自動織機）                 （衆議院事務局） 

２原 大輔          優勢勝     ④ ３須藤 学 

（十全会･回生病院）    （ゴールデンスコア） （寄居明道館） 

４比留川 嘉信      ○ 不戦勝      １級堤 健一 

（高宮接骨院）                  （濱田重工） 

無大貫 義行        支釣込足     ○ ２布施 敦司 

（パーク２４）                  （錦秀会・阪和病院） 

４日蔭 陽一郎      ② 優勢勝       ２鎌田 祐介 

（国士舘柔道クラブ）  （ゴールデンスコア）  （海上自衛隊横須賀連合） 

初馬場 博也         肩固      ○ ２松原 猛真 

（陸上自衛隊・川内駐屯地）            （和歌山柔栄会） 

３垣田 恭兵       ○ 不戦勝       ４金子 徹 

（旭化成）                    （センコー） 

４吉永 慎也       ○ 肩固        ３矢野 裕一郎 

（新日本製鐵･広畑）                （日本通運） 

初田辺 智史       ② 優勢勝       ２川田 真平 

（ＪＦＥスチール）                （豊田自動織機） 

３稲葉 将太         不戦勝     ○ ３三尾 昭文 

（ダイコロ）                 （明治東洋医学院専門学校） 

４牧瀬 洋人       ○ 不戦勝       ３森本 明義 

（大東柔整）                   （住友信託銀行） 

３野中 啓明         腕挫十字固   ○ ３山口 十実 

（肥後銀行）                   （東洋水産） 

 

▽２回戦 

３谷口 徹         （巴投）     ① ３平尾 譲一 

（旭化成） 

３村上 祐太         縦四方固    ○ ３木次 達也  

２杉本 岳暁         送足払     ○ ２萬代 一樹  

（豊田自動織機） 



３澤田 拓也       ○ 送襟絞       ３三熊 裕也 

３林 圭一郎       ② 優勢勝       ３田中 大介 

（東京消防庁） 

４松田 敬士         横四方固    ○ ４斎藤 順道   

３林 直士          優勢勝     ② ５高野 将舟  

（九電工） 

３千葉 大介       ○ 合せ技       ４乙名 将吾  

６石川 和幸         上四方固    ○ ３小野寺 将志 

（海上自衛隊横須賀連合） 

４平野 太         （払腰）     ② ３菊地 雅博  

初井原 徹也         不戦勝     ○ ３庄本 泰崇  

（ダイコロ） 

初ｶﾞﾝﾊﾞｰﾄﾙ ﾌﾃﾞﾚﾑﾝﾌ     背負投      ○ ３海老 泰博  

３英 剛太郎       ○ 横四方固      ２赤木 竜一  

（日本通運） 

３佐藤 大地       ○ 合せ技       初中川 卓典 

２阿部 竜太         上四方固    ○ ３山本 泰三 

（十全会･おおりん病院） 

２平本 龍三         小外刈     ○ ３藤原 隆浩 

５塘内 将彦       ②（内股）       ４海老沼 聖 

（旭化成）        （ゴールデンスコア） 

２辻 昌吾        ○ 払腰        ２佐々木 拓磨  

５中濱 真吾       ○ 小外刈       ３立野 仁徳 

（京葉ガス） 

４横山 大輔       ② （指導２）     ４珠玖 龍市  

２小暮 竜也         背負投     ○ ４本間 光 

（ALSOK 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ） 

３竹森 龍也         三角絞     ○ ４黒澤 平 

２渭原 瑛宏         不戦勝     ○ ４黒岩 翼 

（東芝） 

２黒肥地 良明        優勢勝     ② ２前川 亮 

             （ゴールデンスコア） 

３安久津 豊文      ○ 大外刈     ○ ２木下 和雄 

（河内厚生会） 

３佐藤 竜太       ○ 上四方固      ３須藤 学 

２佐々木 亮         大外刈     ○ ４比留川 嘉信 



（セントラル警備保障） 

２布施 敦司         袖釣込腰    ○ ４日蔭 陽一郎  

３大城 斉          不戦勝     ○ ２松原 猛真 

（一道館田代道場） 

３垣田 恭兵       ④ 優勢勝       ４吉永 慎也  

             （ゴールデンスコア） 

初田辺 智史       ○ 崩袈裟固      ３三尾 昭文 

４牧瀬 洋人         腕挫十字固   ○ ３山口 十実 

 

▽３回戦 

３平尾 譲一       ②（指導２）      ３木次 達也  

２萬代 一樹         優勢勝     ④ ３澤田 拓也 

             （ゴールデンスコア） 

３林 圭一郎         合せ技     ○ ４斎藤 順道  

５高野 将舟         縦四方固    ○ ３千葉 大介 

３小野寺 将志        内股      ○ ３菊地 雅博  

３庄本 泰崇         背負投     ○ ３海老 泰博  

３英 剛太郎         優勢勝     ② ３佐藤 大地 

３山本 泰三       ○ 内股        ３藤原 隆浩 

５塘内 将彦       ○ 払腰        ２辻 昌吾 

５中濱 真吾       ② 優勢勝       ４横山 大輔 

４本間 光          合せ技     ○ ４黒澤 平 

４黒岩 翼        ② 優勢勝       ２前川 亮 

３安久津 豊文      ○ 腕挫十字固     ３佐藤 竜太 

４比留川 嘉信        横四方固    ○ ４日蔭 陽一郎 

２松原 猛真         優勢勝     ① ３垣田 恭兵 

初田辺 智史         上四方固    ○ ３山口 十実 

 

▽４回戦 

３平尾 譲一       ○ 袈裟固       ３澤田 拓也 

４斎藤 順道         小外刈     ○ ３千葉 大介 

３菊地 雅博         背負投     ○ ３海老 泰博 

３佐藤 大地         優勢勝     ② ３山本 泰三 

             （ゴールデンスコア） 

５塘内 将彦       ○ 背負投       ５中濱 真吾 

４黒澤 平          内股すかし   ○ ４黒岩 翼 



３安久津 豊文        優勢勝     ② ４日蔭 陽一郎 

３垣田 恭兵       ○ 合せ技       ３山口 十実 

 

▽５回戦 

３平尾 譲一       ○ 袈裟固       ３千葉 大介 

             （ゴールデンスコア） 

３海老 泰博       ○ 巴投        ３山本 泰三 

５塘内 将彦         内股      ○ ４黒岩 翼 

４日蔭 陽一郎        背負投     ○ ３垣田 恭兵 

 

▽準決勝戦 

３平尾 譲一         背負投     ○ ３海老 泰博 

（パーク２４）                  （旭化成） 

４黒岩 翼          内股      ○ ３垣田 恭兵 

（了德寺学園）                  （旭化成） 

 

▽決勝戦 

３海老 泰博        （出足払）    ② ３垣田 恭兵 

（旭化成）                    （旭化成） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



男子７３ｋｇ級 

 
▽１回戦 
２金澤 哲郎        （指導２）    ② ３鳥越 康弘 
（豊田自動織機）                 （ＯＪＣ） 
３塩澤 昭        ○ 送足払       ３野口 剛 
（井野整形外科）                 （徳島刑務所） 
４西倉 央倫       ○ 不戦勝       ４飛田 好徳 
（日柔整請求サービス）              （大東柔整） 
３吉薗 勇太       ○ 不戦勝       ３宮﨑 直也 
（ダイコロ）                   （日経サービス） 
３石橋 佑哉       ○ 腕挫三角固     ３小池 慶実 
（九電工）                    （北関東綜合警備保障） 
２有村 昌大       ○ 腕挫三角固     ３岡本 史明 
（明治東洋医学院専門学校）            （住友信託銀行） 

 
３板川 雅義       ② 優勢勝       ３赤坂 亨 
（日本通運）                   （関西学院柔道クラブ） 
３延島 竜秀       ① 優勢勝       ３小川 直人 
（まるや接骨院）                 （三菱化学物流） 
初萩野 雅之         上四方固    ○ ４乾 譲二 
（神鋼環境ソリューション）            （和歌山柔栄会） 
２樋口 篤          裸絞      ○ ４赤迫 諒介 
（早稲田柔道クラブ）               （戸髙鉱業社） 
４寺居 大志       ○ 崩上四方固     ２山本 律也 
（同志社ＷＲＪＣ）              （明治東洋医学院専門学校） 
２谷川 晃一        （小内刈）     ① ２松本 邦彦 
（アイシン精機）                                 （大阪ガス） 
４澤田 悠                ○ 合せ技       ２安達 徳博 
（国士舘柔道クラブ）               （豊田自動織機） 
２佐久間 香介        大内刈     ○ ４岩本 直樹 
（東日本旅客鉄道）                （ナチュラル） 
２岡本 明平       ○ 不戦勝       ２上田 政俊 
（東芝）                     （十全会･聖明病院） 
３菅井 篤        ④ 優勢勝       初渋谷 優 
（横浜国大柔友会）    （ゴールデンスコア）  （井野整形外科） 



２紫垣 将悟         不戦勝     ○ ２小宮山 紘平 
（九電工）                    （赤門柔道倶楽部） 
初竹村 哲弥         巴投      ○ ４尾原 弘恭 
（京都医健専門学校）               （同志社ＷＲＪＣ） 
初益井 一光         上四方固    ○ ２土屋 孝一 
（ミズノ）                    （ＪＦＥスチール） 
３井上 晃一         優勢勝     ② ３西岡 和志 
（広島大学柔道クラブ）              （京葉ガス） 
２松田 旭弘         払腰      ○ ３河野 勇人 
（瀬野川病院）                  （日本通運） 
２大平野 亮太        不戦勝     ○ ３森光 高大 
（豊田自動織機）                 （横浜国大柔友会） 
４八山 泰光       ② 優勢勝       初長部 淳哉 
（ALSOK 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ）           （トーエー企業） 
２瀬戸 康太       ○ 不戦勝       ３吉永 浩徳 
（井野整形外科）                 （高宮接骨院） 
３山本 竜也       ② 優勢勝       ３佐藤 大輔 
（赤穂 YAWARA ｸﾗﾌﾞ）              （Ｋ.Ｋスポーツ） 
２藤田 聡史         内股      ○ ２笠 己佐男 
（ジェイテクト）                 （肥後銀行） 

 
▽２回戦 
３斎藤 涼        ○ 横四方固      ２野津 慶慈 
（旭化成）                    （クラレ･岡山） 
５高本 裕和         優勢勝     ④ ３鳥越 康弘 
（Ｋ.Ｋスポーツ）     （ゴールデンスコア） 
４成田 英記       ① 優勢勝       ３塩澤 昭 
（帝京科学大学柔道クラブ） 
３加藤 純基         小外掛     ○ ４西倉 央倫 
（東京消防庁） 
２近藤 敏仁       ○ 不戦勝       初藤原 淳史 
（ナチュラル）                  （東レ･名古屋） 
３田中 知行         巴投        ３吉薗 勇太 
（赤穂 YAWARA ｸﾗﾌﾞ） 
３広川 茂大         反則負     ○ ３石橋 佑哉 
（ＹＫＫ） 



４丸山 拓也         不戦勝     ○ ２有村 昌大 
（九看大柔道クラブ） 
３赤迫 佑介       ○ 合せ技       ２山田 大輔 
（自衛隊体育学校）                （三菱重工･名古屋） 
３渡邉 智貴         上四方固    ○ ３板川 雅義 
（日本生命保険） 
３日下 和俊         不戦勝     ○ ３延島 竜秀 
（横浜国大柔友会） 
３丸山 兼矢       ○ 背負投       ４乾 譲二 
（東芝） 
２今井 武志         腕挫十字固   ○ ４赤迫 諒介 
（井野整形外科） 
２村田 真治         送足払     ○ ４寺居 大志 
（瀬野川病院） 
３小嶋 直樹       ①（指導３）      ２松本 邦彦 
（センコー） 
３相楽 暢貴         優勢勝     ① ４澤田 悠 
（十全会・聖明病院） 
６鳥居 智男       ○ 隅返        ３向野 文章 
（Ｓ・Ｔ・Ｏ）                  （ＭＪＣ） 
４白井 勇輝       ○ 上四方固      ４岩本 直樹 
（旭化成） 
３田上 耕平       ○ 内股すかし     ２岡本 明平 
（ワイエスフード） 
３田窪 清志         不戦勝     ○ ３菅井 篤 
（済美学園） 
３太田 博和       ○ 小外掛       ３佐藤 貴浩 
（自衛隊体育学校）                 （Ｋ．Ｋスポーツ） 
３藤本 一世       ○ 内股        ２小宮山 紘平 
（関西学院柔道クラブ） 
２日紫喜 裕貴      ○ 内股        ４尾原 弘恭 
（東レ･名古屋） 
初菅沼 寿啓       ○ 上四方固      ２土屋 孝一 
（北関東綜合警備保障） 
３榎本 收        ○ 横四方固      ４根岸 豊 
（新田クラブ）                  （海上自衛隊横須賀） 



３上田 貴基         縦四方固    ○ ３西岡 和志 
（ＯＪＣ） 
初秋山 直之         内股      ○ ３河野 勇人 
（明治東洋医学院専門学校） 
３齋藤 栄一郎        小外掛     ○ ３森光 高大 
（住友信託銀行） 
３安東 平八郎        優勢勝     ② ４八山 泰光  
（戸髙鉱業社） 
３脇田 大樹         小内刈     ○ ２瀬戸 康太 
（大阪ガス） 
４加古 洋輔         総合勝     ○ ３山本 竜也 
（日柔整請求サービス） 
２渡邉 竜一       ② 優勢勝       ２笠 己佐男 
（クラレ･岡山） 

 
▽３回戦 
３斎藤 涼        ○ 合せ技       ５高本 裕和 
４成田 英記       ④（指導２）      ４西倉 央倫 
            （ゴールデンスコア） 
２近藤 敏仁         体落      ○ ３吉薗 勇太 
３石橋 佑哉       ○ 大腰        ２有村 昌大 
３赤迫 佑介       ○ 大外刈       ３板川 雅義 
３延島 竜秀         上四方固    ○ ３丸山 兼矢  
４赤迫 諒介       ①（払腰）       ４寺居 大志 
３小嶋 直樹         袖釣込腰    ○ ４澤田 悠 
６鳥居 智男       ② 優勢勝       ４岩本 直樹 
３田上 耕平       ① 優勢勝       ３菅井 篤 
３太田 博和       ○ 背負投       ３藤本 一世 
２日紫喜 裕貴        大外刈     ○ 初菅沼 寿啓   
             （ゴールデンスコア） 
３榎本 收        ○ 上四方固    ○ ３西岡 和志 
３河野 勇人       ○ 引込返       ３森光 高大 
４八山 泰光       ② 優勢勝       ２瀬戸 康太 
３山本 竜也       ○ 腰車        ２渡邉 竜一 

 
▽４回戦 



３斎藤 涼        ○ 腕挫三角固     ４成田 英記  
３吉薗 勇太       ○ 合せ技       ３石橋 佑哉  
３赤迫 佑介       ① 優勢勝       ３丸山 兼矢  
４赤迫 諒介       ②（指導２）      ４澤田 悠 
６鳥居 智男       ○ 崩袈裟固      ３田上 耕平 
３太田 博和       ○ 大外刈       初菅沼 寿啓 
３榎本 收        ② 優勢勝       ３河野 勇人 
４八山 泰光         優勢勝     ④ ３山本 竜也 
             （ゴールデンスコア） 

 
▽５回戦 
３斎藤 涼        ④ 優勢勝       ３吉薗 勇太 
             （ゴールデンスコア） 
３赤迫 佑介       ○ 袖釣込腰      ４赤迫 諒介  
６鳥居 智男       ○ 隅返        ３太田 博和 
３榎本 收          優勢勝     ① ３山本 竜也 

 
▽準決勝戦 
３斎藤 涼        ②（小外掛）      ３赤迫 佑介 
（旭化成）       （ゴールデンスコア）    （自衛隊体育学校） 
６鳥居 智男       ○ 払巻込       ３山本 竜也 
（Ｓ・Ｔ・Ｏ）                （赤穂ＹＡＷＡＲＡクラブ） 

 
▽決勝戦 
３斎藤 涼        ②（内股）       ６鳥居 智男 
            （ゴールデンスコア）  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



男子６６ｋｇ級 

 

▽１回戦 

２川上 祐基         背負投     ○ ２西口 健太郎 

（三菱重工･名古屋）    （ゴールデンスコア） （米田柔整専門学校） 

３工藤 和也       ②（指導２）      ３山口 力也 

（西日本シティ銀行）   （ゴールデンスコア）  （赤穂 YAWARA ｸﾗﾌﾞ） 

２城後 竜司        （指導２）    ②  初木村 隼斗 

（大阪ガス）                   （豊田自動織機） 

３望月 健次       ○ 不戦勝       ３笠井 貢太 

（センコー）                   （ぎふ柔道クラブ２４） 

初上杉 敏己         不戦勝     ○ ３朝比奈 竜真 

（三菱レイヨン･大竹）              （松前柔道クラブ） 

２田口 尚人        （指導２）    ② ４柴田 道秀 

（和歌山柔栄会）                 （豊田自動織機） 

初濱田 一隆         不戦勝     ○ ４青木 豊成 

（錦秀会 阪和病院）             （ともえ産業情報柔道クラブ） 

４小櫻 尚貴         背負投     ○ ３樋口 真広 

（国士舘柔道クラブ）               （パーク２４） 

２市名 俊彦         背負投     ○ ２竹本 豊 

（トヨタ自動車）                 （広島大学柔道クラブ） 

３郡司 明        ④ 優勢勝       ２川北 周平 

（松前柔道クラブ）    （ゴールデンスコア）  （ＪＦＥスチール） 

４荘司 祐介       ○ 不戦勝       ２中山 幸久 

（紀宝柔道会）                  （大阪ガス） 

２松村 孝人       ○ 背負投       初西山 亮司 

（陸上自衛隊・川内駐屯地）          （神鋼環境ソリューション） 

２菊田 亮          裏投      ○ ３漆畑 健 

（東日本旅客鉄道）                （東芝） 

２原木 裕貴       ○ 上四方固      初丸橋 祐一郎 

（ワイエスフード）              （明治東洋医学院専門学校） 

３鈴木 祥太郎      ○ 巴投        ２位田 啓多 

（金沢学院クラブ）    （ゴールデンスコア）  （東レ･名古屋） 

初三好 顕士       ○ 合せ技       ３小川 拓也 

（錦秀会・阪和病院）               （日本貨物鉄道） 

３石本 克泰       ○ 出足払       ４辻下 伸介 



（豊田自動織機）                 （日本エースサポート） 

３鳥入 孝仁        （指導２）    ② ２伊藤 健太郎 

（近畿通関）                   （自衛隊体育学校） 

２山口 裕哉         横四方固    ○ ２友水 拓也 

（神鋼環境ソリューション）            （早稲田柔道クラブ） 

初魚村 優作       ○ 小内刈       ３金丸 智彦 

（日柔整請求サービス）              （さくら咲く整骨院） 

初馬場 裕己         大内刈     ○ 初藤村 一樹 

（クラレ･岡山）                 （トーエー企業） 

４小宮山 彰人        上四方固    ○ ４梅野 晃一 

（明治東洋医学院専門学校）            （九看大柔道クラブ） 

３上林 大悟       ○ 内股        ２阿野 真吾 

（早稲田柔道クラブ）            （大阪府柔道整復師柔道連盟） 

２飯田 章博       ② 優勢勝       ２飯島 大貴 

（仙台大学柔道クラブ）              （関西学院柔道クラブ） 

２玉造 裕也       ○ 送襟絞       ２永井 陽平 

（東洋水産）                   （三菱レイヨン･大竹） 

２金子 恭大       ○ 腕挫十字固     初五十嵐 直人 

（三菱重工･名古屋）                （京都医健専門学校） 

初岩下 嵩弘       ○ 不戦勝       初小野 一義 

（豊田自動織機）                 （Assist） 

２豊田 功一郎      ① 優勢勝       ２栗原 龍司 

（国士舘柔道クラブ）               （海上自衛隊横須賀） 

初糺 徳雄        ○ 崩袈裟固      ５三浦 武彦 

（甲南柔友会）                  （住友信託銀行） 

 

▽２回戦 

３浅野 大輔       ② 優勢勝       ２赤木 一隆 

（自衛隊体育学校）                （東洋水産） 

２百村 康希         小外掛     ○ ２西口 健太郎 

（北関東綜合警備保障） 

３池澤 孝平         袈裟固     ○ ３工藤 和也 

（大阪府柔道整復師柔道連盟） 

初藤田 達生       ○ 背負投       初木村 隼斗 

（明治東洋医学院専門学校） 

３荘司 知之         横四方固    ○ ３望月 健次 



（ALSOK） 

２小倉 大輝       ○ 優勢勝       ３朝比奈 竜真 

（Ｋ.Ｋスポーツ）     （ゴールデンスコア） 

４藤本 太陽       ○ 背負投       ４柴田 道秀 

（関西学院柔道クラブ） 

２塚本 憲之         腕緘      ○ ４青木 豊成 

（日本生命保険） 

２岩崎 優弥       ○ 体落        初正田 健太郎 

（新日本製鐵・八幡）               （住友信託銀行） 

初江下 立          縦四方固    ○ ３樋口 真広   

（濱田重工） 

初河上 正義         背負投     ○ ２竹本 豊 

（京都医健専門学校） 

２井浦 佑紀         優勢勝     ② ３郡司 明 

（早稲田柔道クラブ） 

３金丸 貴彦         小外刈     ○ ４荘司 祐介 

（さくら咲く整骨院） 

３窪田 拓耶         優勢勝     ④ ２松村 孝人 

（日本エースサポート）  （ゴールデンスコア） 

初阪口 雄司         上四方固      ３漆畑 健 

（ミズノ） 

初野々部 雅也      ○ 縦四方固      ２原木 裕貴 

（豊田自動織機） 

３日置 悠貴         小内刈     ○ ３八巻 祐 

（和歌山柔栄会）                 （松前柔道クラブ） 

３吉本 幸紀         小外掛       ３鈴木 祥太郎 

（日経サービス） 

３大野 直己         不戦勝     ○ 初三好 顕士 

（創柔会柔道クラブ） 

３岩田 幸典         優勢勝     ② ３石本 克泰 

（ぎふ柔道クラブ２４） 

３土井 健太郎        背負投     ○ ２伊藤 健太郎 

（住友信託銀行） 

３赤池 哲郎      ○ 小外刈        ２友水 拓也 

（ＪＲ東日本リテールネット） 

３中島 大輔        小外刈      ○ 初魚村 優作 



（ともえ産業情報柔道クラブ） 

３武末 大藏      ○ 腕挫十字固      初藤村 一樹 

（東芝） 

３青木 勇介      ○ 背負投        ４梅野 晃一 

（パーク２４） 

２伊藤 彰規        合せ技      ○ ３上林 大悟 

（高宮接骨院） 

初湊 拓也        （指導２）     ② ２飯田 章博 

（九電工） 

４秋元 希星      ○ 合せ技        ２玉造 裕也  

（了德寺学園） 

５喜多 康之        腕挫十字固    ○ ２金子 恭大 

（大阪ガス） 

２羽佐田 圭介     ○ 内股         初岩下 嵩弘  

（トヨタ自動車） 

３鈴木 利一      ④ 優勢勝        ２豊田 功一郎 

（松前柔道クラブ）   （ゴールデンスコア） 

３荘司 和大      ○ 合せ技        初糺 徳雄 

（自衛隊体育学校） 

 

▽３回戦 

３浅野 大輔      ○ 背負投        ２西口 健太郎 

３工藤 和也      ○ 肩固         初木村 隼斗 

３望月 健次      ○ 大外返        ２小倉 大輝  

４藤本 太陽      ○ 背負投        ４青木 豊成 

２岩崎 優弥        背負投      ○ ３樋口 真広 

２竹本 豊         反則負      ○ ３郡司 明 

４荘司 祐介        優勢勝      ② ２松村 孝人 

３漆畑 健         優勢勝      ② 初野々部 雅也 

３八巻 祐       ○ 横四方固       ３鈴木 祥太郎 

初三好 顕士        優勢勝      ② ３石本 克泰 

２伊藤 健太郎     ○ 背負投        ３赤池 哲郎   

初魚村 優作        腕挫十字固    ○ ３武末 大藏  

３青木 勇介      ○ 合せ技        ３上林 大悟 

２飯田 章博        合せ技      ○ ４秋元 希星  

２金子 恭大        内股       ○ ２羽佐田 圭介  



３鈴木 利一        大外刈      ○ ３荘司 和大 

 （ゴールデンスコア） 

 

▽４回戦 

３浅野 大輔      ① 優勢勝        ３工藤 和也 

            （ゴールデンスコア） 

３望月 健次      ②（指導２）       ４藤本 太陽    

３樋口 真広      ○ 小内刈        ３郡司 明 

２松村 孝人      ○ 小内刈        初野々部 雅也 

３八巻 祐         優勢勝      ② ３石本 克泰 

２伊藤 健太郎     ○ 裏投         ３武末 大藏  

３青木 勇介      ○ 送足払        ４秋元 希星  

２羽佐田 圭介       内股すかし    ○ ３荘司 和大 

 

▽５回戦 

３浅野 大輔      ○ 大外返        ３望月 健次  

３樋口 真広      ○ 袈裟固        ２松村 孝人 

３石本 克泰        小内刈      ○ ２伊藤 健太郎 

３青木 勇介      ○ 大外刈        ３荘司 和大 

 

▽準決勝戦 

３浅野 大輔      ①（送足払）       ３樋口 真広 

（自衛隊体育学校）                （パーク２４） 

２伊藤 健太郎       小内刈      ○ ３青木 勇介 

（自衛隊体育学校）                （パーク２４） 

 

▽決勝戦 

３浅野 大輔       （裏投）      ② ３青木 勇介 

（自衛隊体育学校）                （パーク２４） 

  

 

 

 

 

 

 



男子６０ｋｇ級 

 

▽１回戦 

２柳井 忠理      ○ 上四方固       ２宮本 正志郎 

（東京消防庁）                  （新日本製鐵･八幡） 

２大西 勇太       ④  優勢勝        初中西 孝人 

（日本エースサポート） （ダイアモンドスコア）  （光進工業） 

３池野 源輝      ① 優勢勝        ２平岡 達也 

（センコー）                   （ＯＪＣ） 

２水野 隆介       （指導２）     ② ３梨本 哲雄 

（日本駐車場救急サービス）            （金沢学院クラブ） 

５野村 忠宏       ○ 大外刈       ２本郷 力正 

（ミキハウス）                  （錦秀会 阪和病院） 

初石川 翔太         小外掛     ○ ２松村 竜将 

（豊田自動織機）                 （ＹＫＫ） 

３村岡 邦雄       ○ 払腰        ２小松 英昌 

（Ｓ・Ｔ・Ｏ）                  （横浜国大柔友会） 

４大登 晃司       ○ 背負投       ２鈴木 公希 

（北関東綜合警備保障）              （ＪＦＥスチール） 

２伊藤 誠        ○ 袖釣込腰      ３漆畑 良 

（ナチュラル）                  （三菱化学物流） 

３上地 俊之       ○ 不戦勝       初高橋 宗誠 

（ゆうスポーツクラブ）              （新日本製鐵・大分） 

４川上 総一郎      ① 優勢勝       ３井上 大智 

（アーバンセキュリティ）             （広島大学柔道クラブ） 

３山岸 将大       ① 優勢勝       ３今上 洋樹 

（Ｊ－ＲＯＡＤ）                 （セントラル警備保障） 

初井上 凛太朗      ②（指導２）      ５林 健太郎 

（チヤマグローバル）               （早稲田柔道クラブ） 

３佐藤 昌栄       ○ 小外刈       ３上田 大基 

（駒澤大学柔友会）                （Ｋ.Ｋスポーツ） 

２中野 雄哉         大内刈       ２鈴木 雅典 

（日本エースサポート）              （かなや接骨院） 

２藤川 流駆         優勢勝     ① ５池田 剛 

（京都医健専門学校）             （明治東洋医学院専門学校） 

３矢野 大地       ○ 一本背負投     ２大谷 健三 



（パーク２４）                  （大阪ガス） 

２石田 壮          背負投     ○ ４半澤 尚浩 

（広島大学柔道クラブ）              （日本エースサポート） 

３田中 彰一         横四方固    ○ ２相川 拓也 

（建装工業）                   （豊田自動織機） 

２杉本 孝太         背負投     ○ ３仲村 茂樹 

（和歌山柔栄会）                 （まるや接骨院） 

３竪山 剛        ○ 小内刈       ２田宮 正視 

（鹿情報教）                   （岐阜市役所） 

２藤田 慶士郎      ○ 一本背負投     ３本橋 永至 

（東レ･滋賀）                  （立教柔道クラブ） 

５小林 行輔       ① 優勢勝       ２大野 紀彦 

（ＪＡＫＥ･ＪＡＰＡＮ） （ゴールデンスコア）   （東レ･名古屋） 

 

▽２回戦 

５小川 武志       ○ 袖釣込腰      ２柳井 忠理 

（了德寺学園） 

２越後 正太         背負投     ○ ２大西 勇太  

（塩谷建設） 

３工藤 勇太         不戦勝     ○ ３池野 源輝 

（ワイエスフード） 

３梨本 哲雄         背負投     ○ ５野村 忠宏    

３石川 裕紀       ○ 横四方固      ２松村 竜将 

（了德寺学園） 

３村岡 邦雄       ② 優勢勝       ４大登 晃司 

初藤尾 徹平         優勢勝     ① ２伊藤 誠 

（明治東洋医学院専門学校） 

３上地 俊之         巴投      ○ ４川上 総一郎  

４和泉 強志         優勢勝     ① ３山岸 将大  

（自衛隊体育学校）    （ゴールデンスコア） 

初井上 凛太朗        裏投      ○ ３佐藤 昌栄  

２中根 茂紀 

（豊田自動織機）       体落      ○ ２鈴木 雅典 

５池田 剛          背負投     ○ ３矢野 大地 

２尾張 太一 

（水戸刑務所）      ○ 背負投       ４半澤 尚浩 



２相川 拓也         肩車      ○ ３仲村 茂樹 

２晴柀 卓          上四方固    ○ ３竪山 剛 

（ＹＫＫ） 

２藤田 慶士郎      ④ 優勢勝       ５小林 行輔  

              （ゴールデンスコア） 

 

▽３回戦 

５小川 武志       ○ 小外刈       ２大西 勇太  

３池野 源輝         背負投     ○ ５野村 忠宏    

             （ゴールデンスコア） 

３石川 裕        ○ 一本背負投   ② ３村岡 邦雄  

２伊藤 誠          優勢勝     ② ４川上 総一郎 

（ゴールデンスコア） 

３山岸 将大       ④ 優勢勝       ３佐藤 昌栄 

             （ゴールデンスコア） 

２鈴木 雅典         大内刈     ○ ３矢野 大地 

２尾張 太一         反則負     ○ ３仲村 茂樹 

３竪山 剛        ○ 横四方       ２藤田 慶士郎 

▽４回戦 

５小川 武志       ②（袖釣込腰）     ５野村 忠宏  

３石川 裕        ○ 大内刈       ４川上 総一郎 

３山岸 将大       ○ 一本背負投     ３矢野 大地 

３仲村 茂樹         背負投     ○ ３竪山 剛 

 

▽準決勝戦 

５小川 武志         合せ技     ○ ３石川 裕  

（了德寺学園）                  （了德寺学園） 

３山岸 将大        （背負投）    ② ３竪山 剛 

（Ｊ－ＲＯＡＤ）                 （鹿情報教）  

 

▽決勝戦 

３石川 裕        ○ 腕挫十字固     ３竪山 剛 

 

 

 

 



男子２２歳未満の部 

 
▽１回戦 
２柳井 勇樹       ④ 優勢勝       ２柿塚 祐生 
（新日本製鐵・大分）   （ゴールデンスコア）  （三菱重工･名古屋） 
２佐久間 直弥      ○ 小外掛       初古澤 直大 
（衆議院事務局）                 （京都医健専門学校） 
２箱田 駿        ○ 背負投       ２宇田川 将希 
（ALSOK 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ）           （ＪＦＥスチール） 
初能城 公一       ○ 不戦勝       ２長谷川 毅 
（豊田自動織機）               （明治東洋医学院専門学校） 
３矢田 晃一朗      ○ 小外掛       ２松川 光基 
（本田技研･熊本）                 （まるや接骨院） 
初森田 真司         大腰      ○ ２安本 一貴 
（京都医健専門学校）              （陸上自衛隊別府駐屯地） 
初早坂 和季         優勢勝       ② 初渡邉 健太 
（セントラル警備保障）              （クラレ･岡山） 
２谷村 健吾        優勢勝      ② ２斎藤 雄太 
（三菱重工･名古屋）               （ダイコロ） 
３磯川 章磨       （背負投）     ② ２坂田 秀幸 
（大阪ガス）                   （十全会･回生病院） 
初森川 俊章      ② 優勢勝        ２守屋 孝彦 
（ＪＦＥスチール）                （豊田自動織機） 
２姉川 優汰        送襟絞      ○ 初安田 翔一 
（新日本製鐵・大分）               （京都医健専門学校） 
２蓑田 真吾        内股       ○ ２菅田 勝太 
（本田技研･熊本）                （大阪ガス） 
初荻原 圭一朗       縦四方固     ○ 初富田 京平 
（セントラル警備保障）              （新日本製鐵・大分） 
２矢野 剛士       （背負投）     ② ２表 剛史 
（明治東洋医学院専門学校）            （東レ･滋賀） 
２斉藤 利輝        払巻込      ○ 初藪内 裕介 
（三菱重工･名古屋）               （Assist） 
２小林 剛       ② 優勢勝        初沓形 健太朗 
（日本貨物鉄道）                （ワイエスフード） 
初ｲﾜﾉ･ｲｺﾞﾙ･ｹﾝｼﾞ       横四方固     ○ ２山本 晟之 



（ＪＦＥスチール）               （衆議院事務局） 
初橋本 侑治        横四方固     ○ ２田村 允人 
（京都医健専門学校）              （ＹＫＫ） 
初高橋 知也        小外掛      ○ ２日名子 隼輔 
（新日本製鐵・大分）              （トヨタ自動車） 

 
▽２回戦 
２岡 一太朗      ○ 内股         ２柳井 勇樹 
（新日本製鐵･広畑） 
２崎村 徳樹      ○ 横四方固       ２佐久間 直弥 
（戸髙鉱業社） 
３和久田 裕人     ○ 横四方固       ２箱田 駿 
（東レ･滋賀） 
２川内 雄太      ○ 払腰         初能城 公一 
（ＹＫＫ） 
初久寿米木 匠     ○ 背負投        ３矢田 晃一朗  
（新日本製鐵・大分） 
初矢島 凌志       外巻込       ○ ２安本 一貴 
（ＪＦＥスチール） 
２柴原 慎      ○ 合せ技         初渡邉 健太 
（新日本製鐵･八幡） 
２斎藤 雄太     ○ 大外刈         ２坂田 秀幸 
２小林 真也     ○ 内股          初森川 俊章 
（新日本製鐵･広畑） 
２森 悠弥        裏投        ○ ２姉川 優汰 
（三菱重工･名古屋） 
初米田 義弘     ○ 一本背負投       ２菅田 勝太 
（十全会･回生病院） 
初富田 京平     ①（小外刈）        ２表 剛史 
２山本 常人       払腰        ○ 初藪内 裕介 
（三菱レイヨン･大竹） 
初城戸 勇太       小外刈       ○ ２小林 剛 
（クラレ･岡山） 
２加藤 寿基     ① 優勢勝         ２山本 晟之 
（豊田自動織機） 
２田村 允人       優勢勝       ② ２日名子 隼輔 



 
▽３回戦 
２岡 一太朗     ○ 内股          ２崎村 徳樹 
３和久田 裕人     （体落）       ② ２川内 雄太 
初久寿米木 匠      内股        ○ ２安本 一貴 

（ゴールデンスコア） 
２柴原 慎        送襟絞       ○ ２斎藤 雄太 
２小林 真也     ○ 小外刈         ２姉川 優汰 
初米田 義弘     ①（小外刈）        初富田 京平 
初藪内 裕介     ○ 大内刈         ２小林 剛 
２加藤 寿基       払腰        ○ ２日名子 隼輔 

 
▽４回戦 
２岡 一太朗     ○ 内股          ２川内 雄太 
２安本 一貴     ○ 崩上四方固       ２斎藤 雄太 
２小林 真也     ② 優勢勝         初米田 義弘 
初藪内 裕介       合せ技       ○ ２日名子 隼輔 

 
▽準決勝戦 
２岡 一太朗     ○ 内股          ２安本 一貴  
（新日本製鐵・広畑）              （陸上自衛隊別府駐屯地） 
２小林 真也    ○ 内股           ２日名子 隼輔 
（新日本製鐵・広畑）               （トヨタ自動車） 

 
▽決勝戦 
２岡 一太朗    ②（指導２）         ２小林 真也  
（新日本製鐵・広畑）               （新日本製鐵・広畑） 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



女子７８ｋｇ超級 

 
▽１回戦 
２比南原 まい     体落         ○ ３新田 沙也加 
（瀬野川病院）                  （日本エースサポート） 
３相原 千郷    ④ 優勢勝          ３佐伯 友美 
（櫻葉倶楽部）    （ゴールデンスコア）    （十全会･回生病院） 
３野村 紗矢香   ○ 上四方固         ２野瀬 美幸 
（かなや接骨院）                 （仁康会･小泉病院） 

 
▽２回戦 
２石山 麻弥      不戦勝        ○ 初小貫 紗綾子 
（丸順）                     （松前柔道クラブ） 
３白石 のどか     優勢勝        ① ３新田 沙也加 
（フォーリーフジャパン） 
３立山 真衣    ○ 合せ技          ３相原 千郷 
（フォーリーフジャパン） 
２野方 ゆかり     横四方固       ○ ３野村 紗矢香 
（近大クラブ） 

 
▽準決勝戦 
初小貫 紗綾子     払腰         ○ ３新田 沙也加 
（松前柔道クラブ）                （日本エースサポート） 
３立山 真衣    ○ 大外刈          ３野村 紗矢香 
（フォーリーフジャパン）             （かなや接骨院） 

 
▽決勝戦 
３新田 沙也加    （大内刈）       ① ３立山 真衣 
（日本エースサポート）              （フォーリーフジャパン） 

  
 
 
 
 
 
 



女子７８ｋｇ級 

 

▽１回戦 

３池崎 亜希    ○ 内股           初藤本 愛海 

（十全会･回生病院）               （仁康会･小泉病院） 

２岡村 智美    ○ 上四方固         ２東 陽子 

（コマツ）                    （三井生命保険） 

２遠藤 あかね   ④ 優勢勝          ４北田 裕美子 

（日光警備保障）   （ゴールデンスコア）    （ワイエスフード） 

２渡邉 美奈    ○ 払腰           ２宮原 絵美 

（了德寺学園）                  （かなや接骨院） 

２高橋 千尋    ○ 縦四方固         ３笹原 夏奈 

（三井住友海上火災保険）             （十全会･回生病院） 

３石川 笑美子   ②（指導２）         ２檜山 加奈 

（日本エースサポート）              （北関東綜合警備保障） 

 

▽２回戦 

３柴野 亜希    ④ 優勢勝          ３池崎 亜希 

（北関東綜合警備保障）（ゴールデンスコア） 

２岡村 智美    ○ 小外掛          ２遠藤 あかね  

４平岡 麻美      不戦勝        ○ ２渡邉 美奈 

（平成国際大学柔道クラブ） 

２高橋 千尋    ○ 横四方固         ３石川 笑美子 

▽準決勝戦 

３柴野 亜希     （大内刈）       ① ２岡村 智美 

（北関東綜合警備保障）              （コマツ） 

２渡邉 美奈    ○ 背負投          ２高橋 千尋  

（了德寺学園）                 （三井住友海上火災保険） 

 

▽決勝戦 
２岡村 智美      一本背負投      ○ ２渡邉 美奈   
（コマツ）                    （了德寺学園） 

  
 
 
 



女子７０ｋｇ級 

 

▽１回戦 

３島本 裕子      横四方固       ○ ３小島 佑香 

（ヤックスケアサービス）（ゴールデンスコア）   （ＪＲ東日本グループ） 

２飯田 有香    ○ 内股           初山本 美華 

（まるや接骨院）                 （瀬野川病院） 

３谷口 亜弥    ○ 不戦勝          ３杉本 明日翔 

（了德寺学園）                  （ＪＲ東日本グループ） 

２上野 巴恵    ○ 横四方固         ２黒済 知香子 

（三井住友海上火災保険）             （創柔会柔道クラブ） 

２能津 佳奈      背負投        ○ ３小林悠佳 

（錦秀会 阪和病院）                （立川拘置所） 

３大住 有加    ○ 大外刈          ３坂巻 知春 

（ＪＲ東日本グループ）              （樽谷塾） 

２奥原 若菜      合せ技        ○ 初廣田 有紀 

（瀬野川病院）                  （Ｋ.Ｋスポーツ） 

 

▽２回戦 

３川上 由貴    ② 優勢勝          ３小島 佑香 

（フォーリーフジャパン） 

２飯田 有香    ○ 内股           ３谷口 亜弥  

２上野 巴恵    ○ 小内刈          ３小林悠佳 

３大住 有加    ○ 三角絞          初廣田 有紀 

 

▽準決勝戦 

３川上 由貴    ○ 大外刈          ２飯田 有香 

（フォーリーフジャパン）             （まるや接骨院）  

２上野巴恵      （小内刈）       ② ３大住 有加 

（三井住友海上火災保険）（ゴールデンスコア）   （ＪＲ東日本グループ） 

 

▽決勝戦 

３川上 由貴     （背負投）       ① ３大住 有加 

（フォーリーフジャパン）             （ＪＲ東日本グループ） 

  

 



女子６３ｋｇ級 

 

▽１回戦 

３岩谷 翠華      腕挫十字固      ○ ３小茂田 光 

（海上自衛隊横須賀連合）（ゴールデンスコア）   （Ｓ・Ｔ・Ｏ） 

３中西 優美    ○ 肩固           ３齋藤 志織 

（龍谷クラブ）                  （北関東綜合警備保障） 

３松井 陽子    ○ 不戦勝          ３木村 野絵 

（丸順）                     （櫻葉倶楽部） 

３貝沼 麻衣子   ○ 内股           ３上野 まゆみ 

（淑徳柔道クラブ）                （日本生命保険） 

２北岡 佳奈子     袈裟固        ○ ３加納 小雪 

（ワイエスフード）                （立川拘置所） 

３定形 美希      内股         ○ ４岩田 千絵 

（自衛隊体育学校）                （コマツ） 

２馬場 礼奈    ② 優勢勝          ３安永 美琴 

（米田柔整専門学校）               （錦秀会 阪和病院） 

２薗田 香織      上四方固       ○ ２磯辺 友里 

（仁康会･小泉病院）                （自衛隊体育学校） 

初髙崎 晴美      不戦勝        ○ ２中 安菜 

（櫻葉クラブ）                  （京都医健専門学校） 

初池崎 千尋    ○ 不戦勝          ２伊福 幸子 

（十全会・回生病院）               （日柔整請求サービス） 

 

▽２回戦 

２谷本 育実    ○ 払腰           ３小茂田 光 

（コマツ） 

初岸 のぞみ      小外掛        ○ ３中西 優美  

（自衛隊体育学校） 

３渡辺 華奈      不戦勝        ○ ３松井 陽子 

（ＪＲ東日本グループ） 

３貝沼 麻衣子   ○ 大外刈          ３加納 小雪 

２和田 麻未      優勢勝        ④ ４岩田 千絵 

（Ｓ・Ｔ・Ｏ）   （ゴールデンスコア） 

３熊田 祥江    ○ 合せ技          ２馬場 礼奈 

（北関東綜合警備保障） 



２片桐 夏海    ② 優勢勝          ２磯辺 友里 

（コマツ） 

２中 安菜     ④ 優勢勝          初池崎 千尋    

          （ゴールデンスコア） 

 

▽３回戦 

２谷本 育実    ④ 優勢勝          ３中西 優美 

          （ゴールデンスコア） 

３松井 陽子      大内刈        ○ ３貝沼 麻衣子  

４岩田 千絵    ① 優勢勝          ３熊田 祥江 

２片桐 夏海    ○ 上四方固         ２中 安菜 

 

▽準決勝戦 

２谷本 育実     （指導２）       ② ３貝沼 麻衣子  

（コマツ）                    （淑徳柔道クラブ） 

４岩田 千絵     （指導２）       ② ２片桐 夏海 

（コマツ）                    （コマツ） 

 

▽決勝戦 

３貝沼 麻衣子   ○ 大内刈          ２片桐 夏海 

（淑徳柔道クラブ）                （コマツ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女子５７ｋｇ級 

 

▽1 回戦 

２高橋 利予       肩固        ○ ３佐々木 梓 

（京都医健専門学校）               （ＪＲ東日本グループ） 

３伊福 涼子       合せ技       ○ ３塩山 郁恵 

（日柔整請求サービス）             （ヤックスケアサービス） 

初水田 昌子       横四方固      ○ ２樫山 めぐみ 

（松前柔道クラブ）                （樽谷塾） 

初渡津絵美        横四方固      ○ ２上村 凛歩 

（仁康会･小泉病院）               （三井住友海上火災保険） 

３藤井 敬子       優勢勝       ④ ２山本 舞 

（横浜国大柔友会）   （ゴールデンスコア）   （肥後銀行） 

２広村 麻衣     ○ 合せ技         ２木原 絵里 

（自衛隊体育学校）                （錦秀会 阪和病院） 

 

▽２回戦 

２塩瀬 絢子     ○ 払腰          ２石森 敦子 

（三井住友海上火災保険）             （近大クラブ） 

３江藤 聖佳       優勢勝       ② ３佐々木 梓 

（十全会･回生病院） 

３宇高 奈絵     ○ 袈裟固         ３塩山 郁恵 

（コマツ） 

３粟野 壽子     ○ 上四方固        ２樫山 めぐみ 

（フォーリーフジャパン） 

２石川 慈      ○ 合せ技         ２箱田 明日香 

（コマツ）                  （LSOK 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ） 

３上原 円      ④ 優勢勝         ２上村 凛歩 

（ＪＲ東日本グループ）（ゴールデンスコア） 

３高部 由美     ○ 横四方固        ２山本 舞 

（日本生命保険） 

初東 美穂        上四方固      ○ ２広村 麻衣 

（丸順） 

 

▽３回戦 

２塩瀬 絢子     ○ 横四方固        ３佐々木 梓 



３宇高 奈絵     ○ 大外刈         ３粟野 壽子 

２石川 慈      ○ 肩固          ３上原 円 

３高部 由美      （指導２）      ② ２広村 麻衣 

 

▽準決勝戦 

２塩瀬 絢子      （小外掛）      ② ３宇高 奈絵 

（三井住友海上火災保険）             （コマツ） 

２石川 慈      ○ 横四方固        ２広村 麻衣 

（コマツ）                    （自衛隊体育学校） 

 

▽決勝戦 

３宇高 奈絵      （大外刈）      ② ２石川 慈 
（コマツ）                    （コマツ） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



女子５２ｋｇ級  

 

▽１回戦 

２梅田 三由紀    ○ 不戦勝         ２阿部 千里 

（瀬野川病院）           （ＡＬＳＯＫ群馬綜合ガードシステム） 

２國本 美津子    ② 優勢勝         ２高塚 夢 

（日光警備保障）                 （綾羽） 

３東川 真梨     ○ 合せ技         ３宇都宮 奈美 

（ヤックスケアサービス）             （チヤマグローバル） 

 

▽２回戦 

４近藤 優子     ④ 優勢勝         ３岡崎 綾子 

（Ｓ・Ｔ・Ｏ）     （ゴールデンスコア）   （まるや接骨院） 

２剱持 友美     ○ 不戦勝         ２松本 明子 

（綾羽）                     （日本生命保険） 

３浅海 静香     ② 優勢勝         ３秋山 樹里 

（ＪＲ東日本グループ）              （金剛堂）  

初野々部 千尋    ○ 送襟絞         ２梅田 三由紀  

（ナチュラル）  

２小島 愛子     ○ 袖釣込腰        ２中澤 千里 

（自衛隊体育学校）                （日本生命保険） 

２武田 三友紀    ① 優勢勝         ２國本 美津子 

（日本エースサポート）  

３森本 菜々美    ②（巴投）         ３湧川 のな 

（了德寺学園）                  （日本生命保険） 

３西川 友梨       優勢勝       ② ３東川 真梨 

（松前柔道クラブ） 

 

▽３回戦 

４近藤 優子     ○ 背負投         ２剱持 友美 

３浅海 静香     ○ 合せ技         初野々部 千尋 

２小島 愛子     ④ 優勢勝         ２武田 三友紀  

          （ゴールデンスコア）  

３森本 菜々美      優勢勝       ② ３東川 真梨 

 

▽準決勝戦 



４近藤 優       （内股）       ② ３浅海 静香 

（Ｓ・Ｔ・Ｏ）                  （ＪＲ東日本グループ） 

２小島 愛子    ②（背負投）         ３東川 真梨  

（自衛隊体育学校）               （ヤックスケアサービス） 

 

▽決勝戦 

３浅海 静香    ○ 内股           ２小島 愛子   

（ＪＲ東日本グループ）              （自衛隊体育学校） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女子４８ｋｇ級 

 

▽１回戦 

３末成 雅子         不戦勝     ○ 初石井 明菜 

（横浜国大柔友会）                （日光警備保障） 

２宮前瀬 里香        優勢勝     ④ ２萩野 早映 

（仁康会･小泉病院）    （ゴールデンスコア） （高宮接骨院） 

２田上 愛香       ○ 不戦勝       ２竹本 舞 

（ヤックスケアサービス）             （広島大学柔道クラブ） 

２濱口 光        ○ 体落        ２宮林 直加 

（了德寺学園）                  （日本生命保険） 

２横田 春菜         合せ技     ○ ３秋元 江美 

（仙台大学柔道クラブ）             （東京柔道整復専門学校） 

 

▽２回戦  

３伊部 尚子       ○ 送足払       初石井 明菜 

（ぎふ柔道クラブ２４）  

２前島 里奈        （小外刈）    ② ２萩野 早映 

（日本生命保険） 

２近藤 香          不戦勝     ○ ２田上 愛香 

（日本生命保険） 

２濱口 光        ○ 袈裟固       ３秋元 江美 

 

▽準決勝戦 

３伊部 尚子       ○ 背負投       ２萩野 早映 

（ぎふ柔道クラブ２４）              （高宮接骨院） 

２田上 愛香         崩袈裟固    ○ ２濱口 光   

（ヤックスケアサービス）             （了德寺学園） 

 

▽決勝戦 

３伊部 尚子       ④ 優勢勝       ２濱口 光 

（ぎふ柔道クラブ２４）  （ゴールデンスコア）  （了德寺学園） 

  

 

 


