
氏　名 順位 得点 氏　名 順位 得点 氏　名 順位 得点

女子47kg M4 菊入 広子 女子52kg M3 木場 恵美子 女子47kg M4 福田 鈴子

女子47kg M3 小島 良美 女子52kg 一般 早川 琴果 女子47kg M3 新井 拡子

女子47kg M2 佐藤 真理子 女子63kg Jr 吉田 有佐 女子52kg M5 飯田 徳子

女子47kg 一般 長浜 美咲 女子63kg 一般 金子 栞 女子52kg M4 栗原 初音

女子52kg M2 相川 里子 女子57kg 一般 赤川 智子 女子52kg M4 横山 妙子

女子52kg M1 小室 静 女子57kg 一般 石橋 茜 女子57kg M5 伊川 玲子

女子52kg Jr 高橋 杏佳 女子84kg超 M1 矢澤 晴子 女子57kg M4 長尾 優子

女子52kg 一般 飛世 みちる 女子69kg 一般 M1 柴田 昌奈 女子57kg M2 中村 早由吏

女子52kg 一般 菊地 雅 男子59kg M5 高橋 清一郎 女子84kg 一般 溝口 久美

女子63kg M1 菅 眞理子 男子59kg M3 長澤 修一 女子69kg M2 金川 直美

女子57kg 一般 倉品 真裕子 男子59kg M3 外山 和彦 女子76kg 一般 田島 瞳

女子57kg 一般 Sjr 對馬 綾音 男子59kg Jr 平川 湧季 男子59kg M5 小林 芳雄

女子69kg M1 岩井 知子 男子66kg M4 増田 秀雄 男子59kg M4 上田 秋廣

女子69kg 一般 M2 津金 典子 男子66kg M3 外山 尚人 男子59kg M2 新井 秀典

女子76kg M4 澤 千代美 男子66kg 一般 金城 広也 男子59kg 一般 藤田 雄次

女子76kg 一般 宮﨑 恭子 男子66kg 一般 田本 廉 男子66kg M5 小山 義雄

女子76kg 一般 M2 徳武 恵美 男子66kg 一般 鈴木 涼 男子66kg M5 中山 雄策

男子59kg M4 川上 京司 男子74kg M5 照井 清 男子66kg M4 櫛田 健一

男子59kg M1 小河原 隆 男子74kg M4 諸星 孝夫 男子66kg M3 関根 隆信

男子59kg M1 溝尾 元洋 男子74kg M4 下山 洋二 男子66kg M3 堀田 剛正

男子59kg 一般 井上 卓 男子74kg M3 平井 一雄 男子66kg M1 鈴木 康太

男子66kg M3 柳澤 浩 男子74kg M3 相澤 寅治 男子66kg 一般 M1 小日向 隆一郎

男子66kg M2 カルロス 福田 男子74kg M2 石井 清美 男子66kg 一般 福田 将志

男子66kg M1 梅本 耕孝 男子74kg M2 古川 義行 男子74kg M5 山本 茂樹

男子66kg M1 石田 宜央 男子74kg 一般 M1 大谷 憲弘 男子74kg M3 鈴木 和彦

男子66kg M1 大森 浩光 男子83kg M2 山根 淳 男子74kg 一般 大前 守矢

男子66kg 一般 坂下 竜一 男子83kg M2 齋藤 大介 男子83kg M2 斉藤 寿和

男子74kg M4 川畑 孝久 男子120kg M3 鈴木 勝也 男子83kg M1 小田 浩

男子74kg M3 碇 正一朗 男子83kg 一般 亀田 孝典 男子83kg M3 大塚 功

男子74kg M3 大谷 重司 男子83kg 一般 堀口 耀介 男子83kg M3 谷田 真

男子74kg M2 川上 統 男子93kg M1 徳光 克文 男子93kg M3 鈴木 憲

男子74kg 一般 Jr 諏訪 椋飛 男子93kg 一般 安達 隆太 男子105kg M4 高宮 昇八

男子74kg 一般 古田 拳児 男子105kg 一般 長谷川 直輝 男子93kg 一般 杉本 直紀

男子74kg 一般 池田 悠太 男子120kg Jr 宮川 資門 男子93kg 一般 浦野 雄一

男子74kg 一般 山村 喜代将 男子120kg 一般 磯野 太暉 男子120kg M1 増田 耕一

男子83kg M2 菊谷 郁夫 男子120kg 一般 名越 勇樹 合計得点

男子83kg M2 田村 覚 合計得点

男子83kg M5 三木 宣彦

男子83kg M4 大谷 進 氏　名 順位 得点

男子93kg M3 飯島 修 氏　名 順位 得点 女子47kg 一般 宮﨑 優花

男子93kg M3 羽田野 正 女子52kg M1 井原 真奈美 女子63kg Jr 宝利 桃華

男子105kg M4 山中 正廣 女子63kg M2 山本 英世 男子59kg M1 原田 高志

男子83kg 一般 義田 大峰 女子63kg 一般 M1 伊藤 由実子 男子66kg 一般 伊藤 達也

男子83kg 一般 大平 圭悟 女子63kg 一般 坂田 奈美子 男子74kg M4 井波 栄治

男子93kg M2 池澤 孝泰 女子63kg 一般 M1 伊藤 千帆 男子74kg M2 坂本 幹

男子93kg M1 吉村 護 女子57kg M2 岩本 幸子 男子74kg 一般 M1 齊藤 敬太

男子93kg 一般 及川 傑 女子84kg 一般 鈴村 華 男子74kg 一般 澤内 千秋

男子93kg 一般 森山 寛太 女子69kg 一般 Jr 阪口 愛莉 男子83kg M1 材木谷 明史

男子93kg 一般 武田 裕介 女子76kg Sjr 橋本 美咲 男子83kg 一般 森谷 渉

男子105kg M2 中村 敏雄 男子74kg M1 末利 義孝 男子83kg 一般 阿部 広樹

男子105kg 一般 M1 阿久津 貴史 男子83kg 一般 M1 高木 淳 男子83kg 一般 大道 祐輝

男子105kg 一般 竹尾 圭司 男子83kg 一般 M1 児玉 大紀 男子93kg M1 前田 貴也

男子105kg 一般 中村 鮎人 男子93kg 一般 山下 保樹 男子105kg 一般 渡邊 峻
男子120kg超 M2 佐藤 俊幸 男子105kg 一般 M2 伊藤 智 合計得点
男子120kg超 M1 黒川 明 男子105kg 一般 堀江 尚輝
男子120kg超 一般 中村 一希 男子120kg M1 金光 照泰

合計得点 男子120kg 一般 M2 和田 髙平 氏　名 順位 得点

合計得点 女子47kg M1 庄司 沙奈恵

女子52kg 一般 M2 武本 早恵

氏　名 順位 得点 男子66kg M1 芦刈 宣彦

女子47kg M3 張吉 博子 氏　名 順位 得点 男子83kg M3 中井 豊

女子57kg 一般 M1 戸坂 友巳 女子52kg M2 藤山 美加子 男子93kg M3 須山 敏博

男子59kg M4 山本 大郎 男子74kg 一般 田中 啓左 男子83kg 一般 須川 琢

男子83kg M2 串野 成紀 男子83kg 一般 M2 山下 卓也 男子93kg 一般 廣岡 諄也

男子93kg 一般 東 大樹 男子93kg Jr 小峰 光遥 合計得点

合計得点 合計得点

都道府県対抗

東京都 神奈川県 埼玉県

階級 階級 階級

京都府

階級

北海道

大阪府 階級

階級

和歌山県

階級 長崎県

階級



氏　名 順位 得点 氏　名 順位 得点 氏　名 順位 得点

女子47kg M4 松岡 眞智子 男子59kg 一般 Jr 後藤 舞大 女子52kg M2 田中 彰子

女子52kg M1 渋谷 美樹 男子66kg M2 木村 淳 女子52kg 一般 M1 西川 亜紀子

女子52kg 一般 石川 恵 男子66kg M2 川村 誠 女子63kg M3 高垣 慶子

女子63kg 一般 大川 祐依 男子66kg M1 佐藤 敬修 男子59kg M3 北村 弘行

女子63kg 一般 中島 沙也香 男子66kg M1 伊藤 勉 男子74kg M4 信原 英之

女子57kg M2 安藤 久子 男子66kg 一般 Jr 大平 朝遥 男子74kg M2 伊東 寛之

女子69kg M1 鈴木 英子 男子74kg M3 倉光 明人 男子83kg M4 藤本 章夫

女子76kg M3 市川 隆子 男子74kg M3 山下 寿博 男子93kg M4 花田 隆

男子59kg M2 吉野 公二 男子74kg M2 尾崎 洋 男子105kg M3 秋山 克己

男子59kg 一般 田中 玲星 男子74kg M1 内堀 健太 男子93kg 一般 仲村 征弥

男子66kg M1 西塚 健司 男子74kg 一般 橋本 忠 男子105kg 一般 田野 智徳

男子66kg 一般 M1 髙橋 勇二 男子83kg M2 飯干 信二 男子105kg 一般 小原 一将

男子66kg 一般 久米 崇也 男子83kg M4 柴田 徳則 合計得点

男子66kg 一般 川島 達也 男子83kg 一般 石脇 匠

男子74kg M3 阿部 正明 男子93kg Jr 武田 大和

男子74kg M2 大橋 薫 男子105kg 一般 M2 金井 誠基 氏　名 順位 得点

男子74kg M2 浜田 直人 男子105kg 一般 古賀 宏和 女子47kg M3 石澤 静江

男子74kg M2 松山 聡 男子120kg 一般 中村 享聖 女子47kg Sjr 染谷 枝音

男子74kg 一般 山本 拓巳 男子120kg 一般 梅林 恭行 女子84kg超 一般 内山 麗

男子74kg 一般 仲村 龍治 合計得点 男子66kg M1 横須賀 郁夫

男子74kg 一般 酒井 一弘 男子66kg 一般 橋本 正成

男子83kg M2 石川 清隆 男子74kg 一般 M1 長山 翔

男子83kg M1 安田 和臣 氏　名 順位 得点 男子74kg 一般 染谷 成亮

男子120kg M3 渡辺 明彦 女子47kg M3 菊池 淳子 男子83kg M2 渡会 英樹

男子83kg 一般 M1 島袋 鉄也 女子52kg M3 山田 まり 男子105kg Jr 高橋ダニエル勇二

男子83kg 一般 景井 勇斗 女子63kg 一般 M1 上田 早穂 合計得点

男子93kg M2 竹内 義裕 男子59kg M2 大野 隆

男子93kg 一般 M1 國井 幸一 男子66kg M1 成田 英聖

男子93kg 一般 M1 高橋 真一郎 男子66kg M1 土肥 佐智博 氏　名 順位 得点

男子93kg 一般 岩本 一将 男子74kg 一般 田島 祥吾 男子66kg M2 菅野 達也

男子93kg 一般 窪田 公輝 男子93kg M3 武部 浩 男子74kg M3 鶴田 一

男子105kg M1 石垣 広三 男子93kg M2 酒井 朋博 男子74kg 一般 菱沼 駿

男子105kg M1 佐々木 秀太 男子93kg M2 清水 達也 男子105kg M3 小野 和久

男子105kg M1 神谷 秀貴 男子120kg M2 柿崎 裕彦 男子83kg 一般 村山 正晃

男子120kg 一般 大木 祐貴 合計得点 男子93kg Jr 菊池 一朗

合計得点 男子93kg 一般 遠藤 健太

合計得点

氏　名 順位 得点

氏　名 順位 得点 女子63kg M4 星田 千鶴子

女子57kg 一般 M1 杉山 有紀 男子66kg 一般 川上 薫寛 氏　名 順位 得点

女子57kg 一般 福島 未里 男子74kg M4 渡辺 進 女子63kg 一般 深澤 歩

男子59kg 一般 大関 幹人 男子74kg 一般 福永 拓也 男子66kg M3 池上 健

男子74kg M3 井出 光弘 男子83kg Jr 丸山 泰成 男子66kg 一般 浅井 嵩文

男子83kg Jr 篠原 壮汰 男子83kg 一般 Jr 伊藤 貴裕 男子93kg 一般 鈴木 佑輔

男子83kg 一般 福島 勇輝 合計得点 合計得点

男子93kg M2 漆畑 直紀

男子93kg 一般 前田 智昭

男子120kg M1 河内 慶太 氏　名 順位 得点 氏　名 順位 得点

合計得点 男子59kg 一般 岩田 和也 女子52kg 一般 佐藤 栞

男子66kg M2 九野 毅 女子52kg 一般 伊賀 梓

男子74kg M2 松尾 有一 男子66kg M2 河野 儀久

氏　名 順位 得点 男子74kg M2 大場 隆俊 男子83kg 一般 佐藤 亮太

女子47kg M3 上田 裕子 男子83kg M2 安江 三千夫 合計得点

女子47kg M2 大平 亜希 男子120kg M1 宮本 覚道

女子63kg M2 櫻井 美幸 合計得点

男子66kg Sjr 信田 悠斗 氏　名 順位 得点

男子74kg 一般 中川 克徳 女子63kg M3 守屋 円

男子93kg M2 目黒 英一 氏　名 順位 得点 女子69kg 一般 M1 照屋 利恵

男子93kg M1 伊藤 秀樹 男子66kg 一般 M2 亀谷 充男 男子66kg M2 仲間 勇人

合計得点 男子74kg 一般 門脇 洸平 男子83kg 一般 伊波 猛

男子83kg Jr 後藤 優誠 合計得点

合計得点

氏　名 順位 得点

女子52kg Sjr 西山 友菜 氏　名 順位 得点

女子57kg Sjr 鈴木 蒼彩 氏　名 順位 得点 男子59kg M3 亀田 司

男子74kg Sjr 小島 悠生 女子69kg 一般 M2 山本 奈津子 男子66kg M1 小竹 謙司

男子93kg Sjr 原田 孝太郎 男子59kg 一般 横田 篤 男子74kg M2 守山 哲郎

男子105kg Sjr 飯塚 照元 男子93kg 一般 太田 大晴 合計得点

合計得点 合計得点

階級

千葉県 福岡県

新潟県

岐阜県

階級

兵庫県

階級 階級 階級

宮城県

階級

栃木県

階級

愛知県

階級

静岡県

階級

茨城県

階級

階級

階級

全日本高校連盟

階級

広島県

階級

沖縄県

岡山県

富山県

階級

福島県

階級

長野県

階級


