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記録委員長

相原　隆 印

２.５点８点 ７点 ５.５点
５位 ５位３位 ３位

よこやま  ふとし たけもと  ゆうといしだ  ともつぐ ふじもと  こうへい ふじもと  けんた しどち  しょうたふりがな こじま  たかふみ かなぶち  きよふみ

西尾  直之
都道府県名 茨城県 愛知県 青森県 佐賀県 埼玉県 長崎県 神奈川県 大阪府

あんざわ  かおる にしお  なおゆき

選　手　名 大澤  茂樹 前田  翔吾 小田  裕之 内村  勇太 大館  信也 松本  桂 安澤  薫

おだ  ひろゆき うちむら  ゆうた おおだて  しんや まつもと  けい

６０kg級

ふりがな おおさわ  しげき まえだ  しょうご

須藤  学 舩越  聡
埼玉県 長崎県 兵庫県 滋賀県 山形県 栃木県

湯元  進一 石山  雄平
都道府県名 東京都 長野県

稲葉  泰弘 富岡  直希５５kg級

ふりがな いなば  やすひろ とみおか  なおき

選　手　名

ゆもと  しんいち いしやま  ゆうへい かじ  まさはる いけだ  まさのり

梶  雅晴 池田  正徳

すとう  まなぶ ふなこし  さとし

５位

スタイル別 入賞者一覧表

優勝 準優勝

　本部記録委員 → 総合成績計算委員長

相澤  優人
都道府県名 青森県 群馬県 岡山県 徳島県 鹿児島県 広島県 福井県 宮城県

にしだ  こういちろう あいざわ  ゆうと

選　手　名 荒木田  進謙 米山  祥嗣 髙林  努 下中  隆広 田中  穣治 中本  将生 西田  耕一朗

たかばやし  つとむ しもなか  たかひろ たなか  じょうじ なかもと  まさお

１２０kg級

ふりがな あらきだ  のぶよし よねやま  よしつぐ

藤本  健治
都道府県名 山口県 大分県 京都府 青森県 岐阜県 秋田県 奈良県 岩手県

あんとにーぶらいあん  べねろかさのば ふじもと  けんじ

選　手　名 磯川  孝生 坂本  憲蔵 仙波  勝敏 下屋敷  圭貴 鈴木  聖二 加藤  陽輔 アントニーブライアン  ベネロカサノバ

せんば  かつとし しもやしき  よしたか すずき  せいじ かとう  ようすけ

９６kg級

ふりがな いそがわ  たかお さかもと  けんぞう

青木  太志
都道府県名 山梨県 山口県 群馬県 岡山県 宮城県 岩手県 埼玉県 福岡県

あさみ  てつろう あおき  たいし

選　手　名 小幡  邦彦 柴田  寛 松本  篤史 山本  悟 森  真之介 伊藤  拓也 浅見  哲郎

まつもと  あつし やまもと  さとる もり  しんのすけ いとう  たくや

８４kg級

ふりがな おばた  くにひこ しばた  ひろし

櫻井  浩二
都道府県名 福島県 埼玉県 新潟県 京都府 茨城県 千葉県 群馬県 愛知県

ながしま  まさひこ さくらい  こうじ

選　手　名 長島  和幸 高橋  龍太 萱森  浩輝 高谷  惣亮 奈良部  嘉明 中井  伸一 長島  正彦

かやもり  ひろき たかたに  そうすけ ならぶ  よしあき なかい  しんいち

７４kg級

ふりがな ながしま  かずゆき たかはし  りゅうた

竹本  雄飛
都道府県名 山口県 青森県 三重県 東京都 大阪府 熊本県 岡山県 京都府

よこやま  ふとし たけもと  ゆうと

選　手　名 小島  豪臣 金渕  清文 石田  智嗣 藤本  浩平 藤本  健太 志土地  翔大 横山  太

いしだ  ともつぐ ふじもと  こうへい ふじもと  けんた しどち  しょうた

６６kg級

ふりがな こじま  たかふみ かなぶち  きよふみ


