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100S2100S2100S2100S2 [[[[ 4:364:364:364:36 ]]]]

001S2001S2001S2001S2 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]000S1000S1000S1000S1 ////
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66kg66kg66kg66kg
1111 阿部一二三阿部一二三阿部一二三阿部一二三 神港学園神港高校3年神港学園神港高校3年神港学園神港高校3年神港学園神港高校3年

指導指導指導指導２２２２

5:005:005:005:00 ]]]]000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

3333 浅利浅利浅利浅利　　　　昌哉昌哉昌哉昌哉 東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年
000S1000S1000S1000S1

背負投背負投背負投背負投2222 青木青木青木青木　　　　勇介勇介勇介勇介 パーク24パーク24パーク24パーク24

////

5555 石黒石黒石黒石黒　　　　亮太亮太亮太亮太 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
100100100100

4444 丸山城志郎丸山城志郎丸山城志郎丸山城志郎 天理大学4年天理大学4年天理大学4年天理大学4年

000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS 6:026:026:026:02 ]]]]
不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

]]]]

指導指導指導指導２２２２
//// 000000000000 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]]

日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年

ALSOKALSOKALSOKALSOK
100100100100 //// 000000000000

背負投背負投背負投背負投

合合合合せせせせ技技技技

000S3000S3000S3000S3 [[[[ 5:145:145:145:14

警視庁警視庁警視庁警視庁

100S2100S2100S2100S2 ////

腰車腰車腰車腰車

[[[[ 0:000:000:000:00 ]]]]

000S1000S1000S1000S1 ////

7777 本間本間本間本間　　　　大地大地大地大地

小寺小寺小寺小寺　　　　将史将史将史将史6666

8888 西山西山西山西山　　　　祐貴祐貴祐貴祐貴

100100100100 [[[[

10101010 田川田川田川田川　　　　兼三兼三兼三兼三 筑波大学1年筑波大学1年筑波大学1年筑波大学1年

010S1010S1010S1010S1 //// 000000000000 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

横四方固横四方固横四方固横四方固

2:152:152:152:15 ]]]]

9999 大木大木大木大木　　　　恭介恭介恭介恭介 静岡県警察静岡県警察静岡県警察静岡県警察

11111111 六郷六郷六郷六郷　　　　雄平雄平雄平雄平 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職
////

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]012012012012 ////

12121212 中川中川中川中川　　　　直治直治直治直治 國學院大学3年國學院大学3年國學院大学3年國學院大学3年

000000000000

袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

横掛横掛横掛横掛

小倉小倉小倉小倉　　　　武蔵武蔵武蔵武蔵 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職

天理大学1年天理大学1年天理大学1年天理大学1年

]]]]
指導指導指導指導３３３３

5:005:005:005:00 ]]]]

15151515 竪山竪山竪山竪山　　　　　　　　将将将将 鹿屋体育大学4年鹿屋体育大学4年鹿屋体育大学4年鹿屋体育大学4年

000S3000S3000S3000S3
14141414 磯田磯田磯田磯田　　　　範仁範仁範仁範仁 国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年

17171717 江藤江藤江藤江藤　　　　康太康太康太康太 熊本県警察熊本県警察熊本県警察熊本県警察

13131313 前野前野前野前野　　　　将吾将吾将吾将吾 旭化成旭化成旭化成旭化成

18181818 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　　　　　廉廉廉廉 日本通運日本通運日本通運日本通運

19191919

5:005:005:005:00000S1000S1000S1000S1 //// 001S2001S2001S2001S2 [[[[

////

背負投背負投背負投背負投

指導指導指導指導２２２２

5:005:005:005:00 ]]]]001S3001S3001S3001S3 //// 000S3000S3000S3000S3 [[[[

000000000000 [[[[
指導指導指導指導１１１１

[[[[ 5:005:005:005:00

竪山竪山竪山竪山　　　　　　　　将将将将

]]]]000000000000000S1000S1000S1000S1 ////

背負投背負投背負投背負投

[[[[

鹿屋体育大学4年鹿屋体育大学4年鹿屋体育大学4年鹿屋体育大学4年

2:262:262:262:26 ]]]]

21212121 久家久家久家久家　　　　寛己寛己寛己寛己 國學院大学2年國學院大学2年國學院大学2年國學院大学2年

110S1110S1110S1110S1 //// 000000000000

20202020 藤阪藤阪藤阪藤阪　　　　太郎太郎太郎太郎 国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年
5:005:005:005:00 ]]]]

////

合合合合せせせせ技技技技

100100100100

門田門田門田門田　　　　昇馬昇馬昇馬昇馬16161616

指導指導指導指導３３３３

000S2000S2000S2000S2

26262626 吉田吉田吉田吉田　　　　惟人惟人惟人惟人 神奈川県警察神奈川県警察神奈川県警察神奈川県警察

100S3100S3100S3100S3 ////

25252525 三留三留三留三留　　　　宏之宏之宏之宏之 日本体育大学4年日本体育大学4年日本体育大学4年日本体育大学4年

合合合合せせせせ技技技技

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:474:474:474:47 ]]]]
22222222 橋口橋口橋口橋口　　　　祐葵祐葵祐葵祐葵 明治大学3年明治大学3年明治大学3年明治大学3年

24242424 末木末木末木末木　　　　貴将貴将貴将貴将 筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年

23232323 伊藤健太郎伊藤健太郎伊藤健太郎伊藤健太郎

5:005:005:005:00 ]]]]

27272727 木戸木戸木戸木戸　　　　清孝清孝清孝清孝 天理大学2年天理大学2年天理大学2年天理大学2年
000000000000 //// 100100100100

巴投巴投巴投巴投

[[[[

大阪拘置所大阪拘置所大阪拘置所大阪拘置所

000S2000S2000S2000S2 //// 000S1000S1000S1000S1

一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投

010S1010S1010S1010S1 [[[[ GSGSGSGS 5:485:485:485:48 ]]]]
28282828 平岡平岡平岡平岡　　　　拓晃拓晃拓晃拓晃 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職

000S1000S1000S1000S1 ////

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 1:191:191:191:19 ]]]]
29292929 阿河阿河阿河阿河　　　　夢斗夢斗夢斗夢斗 埼玉大学2年埼玉大学2年埼玉大学2年埼玉大学2年

100100100100 ////

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 5:005:005:005:00 合合合合せせせせ技技技技

1111 阿部一二三阿部一二三阿部一二三阿部一二三 神港学園神港高校3年神港学園神港高校3年神港学園神港高校3年神港学園神港高校3年 指導指導指導指導１１１１

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

100S1100S1100S1100S1 //// 000000000000

橋口橋口橋口橋口　　　　祐葵祐葵祐葵祐葵 明治大学3年明治大学3年明治大学3年明治大学3年

20202020 藤阪藤阪藤阪藤阪　　　　太郎太郎太郎太郎 国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年

22222222

小外掛小外掛小外掛小外掛

]]]]

100100100100 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 1:111:111:111:11 ]]]]

8888 西山西山西山西山　　　　祐貴祐貴祐貴祐貴 日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年
000000000000 ////

7:037:037:037:03 ]]]]

14141414 磯田磯田磯田磯田　　　　範仁範仁範仁範仁 国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年

[[[[ 2:582:582:582:58 ]]]]

000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS

28282828 平岡平岡平岡平岡　　　　拓晃拓晃拓晃拓晃 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職 指導指導指導指導２２２２

000S1000S1000S1000S1 //// 100S1100S1100S1100S1 [[[[ 3:263:263:263:26 ]]]]

縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固

000S1000S1000S1000S1 //// 101S1101S1101S1101S1 [[[[ 4:554:554:554:55 ]]]]

//// 000S3000S3000S3000S3 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

[[[[ 1:301:301:301:30 ]]]]

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 2:442:442:442:44 ]]]]

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

100100100100 //// 000000000000 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]]

送襟絞送襟絞送襟絞送襟絞
100100100100 //// 000000000000 [[[[ 0:270:270:270:27 ]]]]

袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

010S1010S1010S1010S1 //// 001S1001S1001S1001S1 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(DH)DH)DH)DH)

指導指導指導指導３３３３

000S2000S2000S2000S2 //// 000S3000S3000S3000S3 [[[[
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長方形
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1111 橋本橋本橋本橋本　　　　壮市壮市壮市壮市 パーク24パーク24パーク24パーク24

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

2222 細木細木細木細木　　　　智樹智樹智樹智樹 国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年 指導指導指導指導２２２２ 101101101101

宮山宮山宮山宮山　　　　翔多翔多翔多翔多

//// 000S4000S4000S4000S4 [[[[

5:005:005:005:00 ]]]]

5:005:005:005:00 ]]]]

上四方固上四方固上四方固上四方固

4444 新垣新垣新垣新垣　　　　直也直也直也直也 沖縄県警察沖縄県警察沖縄県警察沖縄県警察

山梨学院大学3年山梨学院大学3年山梨学院大学3年山梨学院大学3年
000S2000S2000S2000S2 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

]]]]
大腰大腰大腰大腰

[[[[ 5:065:065:065:06

3333

5555 立川立川立川立川　　　　　　　　新新新新 新田高校3年新田高校3年新田高校3年新田高校3年
100100100100

101101101101 //// 000000000000

6666 中村中村中村中村　　　　一那一那一那一那 帝京科学大学4年帝京科学大学4年帝京科学大学4年帝京科学大学4年
100100100100 ////

6:056:056:056:05 ]]]]

000000000000 [[[[ 0:380:380:380:38 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

大外刈大外刈大外刈大外刈
//// 000000000000 [[[[ 0:240:240:240:24 ]]]]

//// 000000000000 [[[[

指導指導指導指導１１１１
7777 野手野手野手野手　　　　健志健志健志健志 和歌山県警察和歌山県警察和歌山県警察和歌山県警察

000S1000S1000S1000S1 ////

]]]]000S1000S1000S1000S1 [[[[ 5:005:005:005:00000000000000 ////

000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS

体落体落体落体落

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(DH)DH)DH)DH)

5:005:005:005:00 ]]]]9999 森森森森　　　　　　　　雅顕雅顕雅顕雅顕 福岡大学4年福岡大学4年福岡大学4年福岡大学4年 袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰 001001001001

8888 山本山本山本山本　　　　悠司悠司悠司悠司 天理大学2年天理大学2年天理大学2年天理大学2年

]]]]
一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投

4:204:204:204:20

10101010 大畑大畑大畑大畑　　　　侑介侑介侑介侑介

11111111 西岡西岡西岡西岡　　　　和志和志和志和志 京葉京葉京葉京葉ガスガスガスガス

宮崎県警察宮崎県警察宮崎県警察宮崎県警察
000000000000 //// 100100100100 [[[[ 1:321:321:321:32 ]]]]

筑波大学3年筑波大学3年筑波大学3年筑波大学3年
000000000000 ////

000S1000S1000S1000S1 //// 100S1100S1100S1100S1

自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
000S1000S1000S1000S1

[[[[

13131313 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　　　　　誠誠誠誠

橋本橋本橋本橋本　　　　壮市壮市壮市壮市

010S2010S2010S2010S2 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

5:005:005:005:00 ]]]]
袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

//// 010010010010 [[[[

袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰12121212 竹内竹内竹内竹内　　　　信康信康信康信康

指導指導指導指導２２２２

15151515 土井土井土井土井　　　　健史健史健史健史 ダイコロダイコロダイコロダイコロ パーク24パーク24パーク24パーク24

000000000000 //// 100100100100 [[[[ 4:244:244:244:24
14141414 太田太田太田太田　　　　慶一慶一慶一慶一 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職

]]]]

]]]]

]]]]

指導指導指導指導２２２２

16161616 岡田岡田岡田岡田　　　　大希大希大希大希 日本体育大学2年日本体育大学2年日本体育大学2年日本体育大学2年 体落体落体落体落 000000000000

000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 5:005:005:005:00

//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 5:005:005:005:00

17171717 村上村上村上村上　　　　洋平洋平洋平洋平

18181818 福岡福岡福岡福岡　　　　克仁克仁克仁克仁 日本大学1年日本大学1年日本大学1年日本大学1年

東海大学3年東海大学3年東海大学3年東海大学3年

[[[[ 3:313:313:313:31 ]]]]

6:156:156:156:15 ]]]]
巴投巴投巴投巴投

[[[[ 0:100:100:100:10 ]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈

内股内股内股内股
111111111111

001S2001S2001S2001S2 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS

//// 000000000000

19191919 岡田岡田岡田岡田　　　　真幸真幸真幸真幸 陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊
100100100100 //// 000000000000

21212121 吉竹吉竹吉竹吉竹　　　　祐貴祐貴祐貴祐貴 福岡刑務所福岡刑務所福岡刑務所福岡刑務所
000S2000S2000S2000S2 ////

20202020 岩渕岩渕岩渕岩渕　　　　侑生侑生侑生侑生 国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年
100100100100

000S3000S3000S3000S3 [[[[ GSGSGSGS 6:256:256:256:25 ]]]]
合合合合せせせせ技技技技

[[[[ 1:401:401:401:40 ]]]]
指導指導指導指導３３３３

//// 000S1000S1000S1000S1

]]]]
指導指導指導指導１１１１

23232323 下山下山下山下山　　　　徳大徳大徳大徳大 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職
000S1000S1000S1000S1 ////

22222222 中村中村中村中村　　　　剛教剛教剛教剛教 大阪府警察大阪府警察大阪府警察大阪府警察
000S1000S1000S1000S1 //// 100S2100S2100S2100S2

000000000000 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

[[[[ 3:343:343:343:34

25252525 田村田村田村田村　　　　和也和也和也和也 パーク24パーク24パーク24パーク24
000S2000S2000S2000S2 ////

24242424 中山中山中山中山　　　　玲皇玲皇玲皇玲皇 近畿大学3年近畿大学3年近畿大学3年近畿大学3年
000S1000S1000S1000S1

000000000000 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
内股内股内股内股

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

//// 000000000000

]]]]
背負落背負落背負落背負落

//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 5:005:005:005:00
26262626 金岡金岡金岡金岡　　　　真司真司真司真司 警視庁警視庁警視庁警視庁

001S1001S1001S1001S1

010S1010S1010S1010S1 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固

28282828 五十嵐純平五十嵐純平五十嵐純平五十嵐純平 筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年
100100100100 //// 000000000000

27272727 三井三井三井三井　　　　大輝大輝大輝大輝 国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年
001001001001 ////

000000000000 //// 000S1000S1000S1000S1

3:373:373:373:37 ]]]]

4444 新垣新垣新垣新垣　　　　直也直也直也直也 沖縄県警察沖縄県警察沖縄県警察沖縄県警察 不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

8888 山本山本山本山本　　　　悠司悠司悠司悠司 天理大学2年天理大学2年天理大学2年天理大学2年
100100100100 //// 000000000000 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]]

ダイコロダイコロダイコロダイコロ

18181818 福岡福岡福岡福岡　　　　克仁克仁克仁克仁 日本大学1年日本大学1年日本大学1年日本大学1年 指導指導指導指導１１１１

小内刈小内刈小内刈小内刈

000S1000S1000S1000S1 //// 100100100100 [[[[

000000000000 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

[[[[ 0:240:240:240:24 ]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈

29292929 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　佳洋佳洋佳洋佳洋 天理大学3年天理大学3年天理大学3年天理大学3年
001001001001 ////

5:005:005:005:00 ]]]]

14141414 太田太田太田太田　　　　慶一慶一慶一慶一 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]] 袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

010S3010S3010S3010S3 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

27272727 三井三井三井三井　　　　大輝大輝大輝大輝 国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年

15151515 土井土井土井土井　　　　健史健史健史健史

i5-4670
長方形

i5-4670
長方形

i5-4670
長方形



平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)

3:113:113:113:11 ]]]]

1111 小原小原小原小原　　　　拳哉拳哉拳哉拳哉 東海大学3年東海大学3年東海大学3年東海大学3年

[[[[ 1:281:281:281:28 ]]]] 上四方固上四方固上四方固上四方固

000S1000S1000S1000S1 //// 101101101101 [[[[

28282828 尾方尾方尾方尾方　　　　寿應寿應寿應寿應 東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年
000000000000 //// 100100100100

渕原渕原渕原渕原　　　　槙一槙一槙一槙一 日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年

18181818 正木正木正木正木　　　　聖悟聖悟聖悟聖悟 天理大学1年天理大学1年天理大学1年天理大学1年 大内刈大内刈大内刈大内刈

14141414 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　佑樹佑樹佑樹佑樹 東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年
100S2100S2100S2100S2 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 3:393:393:393:39 ]]]] 合合合合せせせせ技技技技

100S2100S2100S2100S2 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:234:234:234:23 ]]]]

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

5555 春山春山春山春山　　　　友紀友紀友紀友紀 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校 横四方固横四方固横四方固横四方固

30303030 形部形部形部形部　　　　安彦安彦安彦安彦 香川県警察香川県警察香川県警察香川県警察
001S1001S1001S1001S1 //// 010010010010

25252525

000S4000S4000S4000S4 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
背負投背負投背負投背負投

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

29292929 松本松本松本松本　　　　吏世吏世吏世吏世 陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊
100S2100S2100S2100S2 ////

28282828 尾方尾方尾方尾方　　　　寿應寿應寿應寿應 東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年
000S3000S3000S3000S3 //// 000S2000S2000S2000S2

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 1:481:481:481:48 ]]]]
指導指導指導指導３３３３

[[[[ GSGSGSGS 5:345:345:345:34 ]]]]
内股内股内股内股

27272727 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　正大正大正大正大 国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年
100S2100S2100S2100S2 ////

26262626 鎌田鎌田鎌田鎌田　　　　魁翔魁翔魁翔魁翔 山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年
000S2000S2000S2000S2 //// 000S3000S3000S3000S3

[[[[ 1:251:251:251:25 ]]]]
指導指導指導指導３３３３

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
横四方固横四方固横四方固横四方固

小外刈小外刈小外刈小外刈

23232323 安田安田安田安田　　　　知史知史知史知史 福岡県警察福岡県警察福岡県警察福岡県警察
010S1010S1010S1010S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

25252525 渕原渕原渕原渕原　　　　槙一槙一槙一槙一 日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年日本体育大学3年
000S1000S1000S1000S1 ////

5:005:005:005:00 ]]]]
背負投背負投背負投背負投

24242424 田上田上田上田上　　　　康太康太康太康太 福岡刑務所福岡刑務所福岡刑務所福岡刑務所
001S2001S2001S2001S2 //// 000S2000S2000S2000S2

100100100100

]]]]
小外刈小外刈小外刈小外刈

22222222 川上川上川上川上　　　　智弘智弘智弘智弘 國學院大学職員國學院大学職員國學院大学職員國學院大学職員
000S1000S1000S1000S1 //// 010S3010S3010S3010S3 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

21212121 中井中井中井中井　　　　貴裕貴裕貴裕貴裕 パーク24パーク24パーク24パーク24
000S3000S3000S3000S3 //// 010S3010S3010S3010S3 [[[[ 5:005:005:005:00

20202020 山邉山邉山邉山邉　　　　雄己雄己雄己雄己 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
000S2000S2000S2000S2

//// 100100100100 [[[[

払巻込払巻込払巻込払巻込
//// 000S4000S4000S4000S4 [[[[ 4:054:054:054:05 ]]]]

2:192:192:192:19 ]]]]
19191919 藤原崇太郎藤原崇太郎藤原崇太郎藤原崇太郎 日体荏原高校2年日体荏原高校2年日体荏原高校2年日体荏原高校2年

000000000000
反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

[[[[ 0:460:460:460:46 ]]]]
合合合合せせせせ技技技技

]]]]

18181818 正木正木正木正木　　　　聖悟聖悟聖悟聖悟 天理大学1年天理大学1年天理大学1年天理大学1年
000000000000 //// 100100100100

000S3000S3000S3000S3 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS 6:196:196:196:1917171717 住谷住谷住谷住谷　　　　仁志仁志仁志仁志 大阪府警察大阪府警察大阪府警察大阪府警察 内股内股内股内股

2:132:132:132:13 ]]]]

16161616 中園中園中園中園　　　　史寛史寛史寛史寛 東海大学4年東海大学4年東海大学4年東海大学4年
指導指導指導指導３３３３

5:005:005:005:00 ]]]] 一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投

旭化成旭化成旭化成旭化成 101101101101 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

海老海老海老海老　　　　泰博泰博泰博泰博
15151515 中村中村中村中村　　　　龍平龍平龍平龍平 愛知県警察愛知県警察愛知県警察愛知県警察

010S2010S2010S2010S2 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

//// 100S1100S1100S1100S1 [[[[ 1:561:561:561:56 ]]]]
14141414 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　佑樹佑樹佑樹佑樹 東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年

000S1000S1000S1000S1
隅返隅返隅返隅返

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
移腰移腰移腰移腰

大外刈大外刈大外刈大外刈

13131313 西山西山西山西山　　　　雄希雄希雄希雄希 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職
001S1001S1001S1001S1 //// 000S3000S3000S3000S3

//// 000S3000S3000S3000S3 [[[[ 3:313:313:313:31 ]]]]

]]]]
背負投背負投背負投背負投

12121212 山下山下山下山下　　　　諒輔諒輔諒輔諒輔 静岡県警察静岡県警察静岡県警察静岡県警察
100100100100

000S2000S2000S2000S2 //// 000S3000S3000S3000S3 [[[[ 5:005:005:005:00
11111111 糸井糸井糸井糸井　　　　滉平滉平滉平滉平 國學院大学4年國學院大学4年國學院大学4年國學院大学4年

山梨学院大学3年山梨学院大学3年山梨学院大学3年山梨学院大学3年
100S2100S2100S2100S2 //// 000S2000S2000S2000S2

10101010 中田中田中田中田　　　　大貴大貴大貴大貴

000S3000S3000S3000S3 [[[[

3:063:063:063:06 ]]]]
指導指導指導指導３３３３

[[[[

5:005:005:005:00 ]]]]
上四方固上四方固上四方固上四方固9999 村山村山村山村山　　　　辰巳辰巳辰巳辰巳 日本体育大学2年日本体育大学2年日本体育大学2年日本体育大学2年

002S3002S3002S3002S3 ////

8888 海老海老海老海老　　　　泰博泰博泰博泰博 旭化成旭化成旭化成旭化成
[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

0:000:000:000:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

000S2000S2000S2000S2
背負投背負投背負投背負投

000000000000 [[[[

//// 000S1000S1000S1000S1

3:283:283:283:28 ]]]]
不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

札幌大学2年札幌大学2年札幌大学2年札幌大学2年
100100100100 ////

101101101101 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[
6666 小林小林小林小林　　　　雅司雅司雅司雅司 パーク24パーク24パーク24パーク24

7777 相木相木相木相木　　　　飛磨飛磨飛磨飛磨

横四方固横四方固横四方固横四方固

[[[[ GSGSGSGS ]]]]
不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

//// 100100100100 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]]

4444 中上中上中上中上　　　　　　　　駿駿駿駿 早稲田大学3年早稲田大学3年早稲田大学3年早稲田大学3年
6:346:346:346:34

5555 春山春山春山春山　　　　友紀友紀友紀友紀 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
000000000000

]]]]

100S3100S3100S3100S3 //// 000S4000S4000S4000S4

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)3333 盛田盛田盛田盛田　　　　勝義勝義勝義勝義

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

3:393:393:393:39 ]]]]
鹿屋体育大学3年鹿屋体育大学3年鹿屋体育大学3年鹿屋体育大学3年

100S3100S3100S3100S3 //// 000S4000S4000S4000S4 [[[[

平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

81kg81kg81kg81kg
1111 小原小原小原小原　　　　拳哉拳哉拳哉拳哉 東海大学3年東海大学3年東海大学3年東海大学3年

指導指導指導指導１１１１

2222 北浦北浦北浦北浦　　　　大基大基大基大基 天理大学3年天理大学3年天理大学3年天理大学3年 反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4) 000000000000 5:005:005:005:00

i5-4670
長方形

i5-4670
長方形



平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)
平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

90kg90kg90kg90kg

2222 國分國分國分國分　　　　貴弘貴弘貴弘貴弘 陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊 不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

011S1011S1011S1011S1

000S0000S0000S0000S0 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]]

4444 澤澤澤澤　　　　建志郎建志郎建志郎建志郎 福岡大学3年福岡大学3年福岡大学3年福岡大学3年

100S0100S0100S0100S0 ////

内股内股内股内股すかしすかしすかしすかし

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

]]]]
5555 田村田村田村田村　　　　優樹優樹優樹優樹 國學院大学3年國學院大学3年國學院大学3年國學院大学3年

000S0000S0000S0000S0 ////

]]]]
6666 田嶋田嶋田嶋田嶋　　　　剛希剛希剛希剛希 国士舘高校3年国士舘高校3年国士舘高校3年国士舘高校3年

4:584:584:584:58101S3101S3101S3101S3 [[[[
指導指導指導指導２２２２

000S2000S2000S2000S2 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[
内股内股内股内股

//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 5:005:005:005:00

5:005:005:005:00 ]]]]
7777 青木青木青木青木　　　　雅道雅道雅道雅道 日本大学1年日本大学1年日本大学1年日本大学1年

山本山本山本山本　　　　宜秀宜秀宜秀宜秀 日本中央競馬会日本中央競馬会日本中央競馬会日本中央競馬会
000S2000S2000S2000S2

9999 地﨑地﨑地﨑地﨑　　　　亮祐亮祐亮祐亮祐 千葉県警察千葉県警察千葉県警察千葉県警察
]]]]

//// 010S2010S2010S2010S2 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
8888

上四方固上四方固上四方固上四方固
1:051:051:051:05 ]]]]

5:005:005:005:00000S2000S2000S2000S2 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

[[[[ 5:115:115:115:11 ]]]]100S1100S1100S1100S1 ////

10101010 垣田垣田垣田垣田　　　　恭兵恭兵恭兵恭兵 旭化成旭化成旭化成旭化成

000S1000S1000S1000S1

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[

11111111 野々内悠真野々内悠真野々内悠真野々内悠真 明治大学2年明治大学2年明治大学2年明治大学2年

12121212 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　陽介陽介陽介陽介 つくばユナイテッドつくばユナイテッドつくばユナイテッドつくばユナイテッド
000S2000S2000S2000S2

//// 003S2003S2003S2003S2 [[[[

背負投背負投背負投背負投
//// 000S3000S3000S3000S3 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

5:005:005:005:00 ]]]]
13131313 西山西山西山西山　　　　将士将士将士将士 新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金新日鐵住金

000S0000S0000S0000S0

大成高校3年大成高校3年大成高校3年大成高校3年
001S2001S2001S2001S2 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

14141414 神鳥神鳥神鳥神鳥　　　　　　　　剛剛剛剛

]]]]
15151515 大辻大辻大辻大辻　　　　康太康太康太康太 日本日本日本日本エースサポートエースサポートエースサポートエースサポート

000S1000S1000S1000S1 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

16161616 前田前田前田前田　　　　宗哉宗哉宗哉宗哉 東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年
101S0101S0101S0101S0

5:005:005:005:00

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:371:371:371:37 ]]]]

17171717 小林小林小林小林　　　　悠輔悠輔悠輔悠輔 筑波大学4年筑波大学4年筑波大学4年筑波大学4年 日本日本日本日本エースサポートエースサポートエースサポートエースサポート 000S2000S2000S2000S2 //// 000S3000S3000S3000S3 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

大辻大辻大辻大辻　　　　康太康太康太康太

5:005:005:005:00

[[[[ 4:294:294:294:29 ]]]]//// 001S1001S1001S1001S1

[[[[

//// 001S2001S2001S2001S2 [[[[

19191919 白川白川白川白川　　　　剛章剛章剛章剛章 天理大学1年天理大学1年天理大学1年天理大学1年
001S1001S1001S1001S1 ////

]]]]
内股内股内股内股

18181818 五十嵐遼介五十嵐遼介五十嵐遼介五十嵐遼介 新潟県警察新潟県警察新潟県警察新潟県警察
101S0101S0101S0101S0

]]]]000S2000S2000S2000S2

国際武道大学4年国際武道大学4年国際武道大学4年国際武道大学4年
011S3011S3011S3011S3 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

20202020 三山三山三山三山　　　　悟司悟司悟司悟司 京都刑務所京都刑務所京都刑務所京都刑務所
000S0000S0000S0000S0 5:005:005:005:00

21212121 若林若林若林若林　　　　大作大作大作大作

22222222 向向向向　　　　翔一郎翔一郎翔一郎翔一郎 日本大学2年日本大学2年日本大学2年日本大学2年
000S2000S2000S2000S2 //// 012S0012S0012S0012S0 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

指導指導指導指導２２２２

23232323 西山西山西山西山　　　　光平光平光平光平 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年
000S2000S2000S2000S2 ////

001S0001S0001S0001S0

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

25252525 菅原菅原菅原菅原　　　　健志健志健志健志 パーク24パーク24パーク24パーク24
100S0100S0100S0100S0 ////

24242424 釘丸釘丸釘丸釘丸　　　　太一太一太一太一 センコーセンコーセンコーセンコー
000S2000S2000S2000S2 ////

000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:121:121:121:12 ]]]]

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

27272727 大橋大橋大橋大橋　　　　賢人賢人賢人賢人 筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年
000S3000S3000S3000S3 ////

26262626 古居古居古居古居　　　　頌悟頌悟頌悟頌悟 東海大学3年東海大学3年東海大学3年東海大学3年
000S0000S0000S0000S0 ////

000S2000S2000S2000S2

6:436:436:436:43 ]]]]

[[[[ 0:310:310:310:31 ]]]]
指導指導指導指導３３３３

100S0100S0100S0100S0

29292929 江畑江畑江畑江畑　　　　丈夫丈夫丈夫丈夫 国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年
001S2001S2001S2001S2 ////

28282828 一一一一ノノノノ瀬大暉瀬大暉瀬大暉瀬大暉 近畿大学4年近畿大学4年近畿大学4年近畿大学4年
000S1000S1000S1000S1 ////

内股内股内股内股

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
小外刈小外刈小外刈小外刈

31313131 山本山本山本山本　　　　弘樹弘樹弘樹弘樹 皇宮警察皇宮警察皇宮警察皇宮警察
100S3100S3100S3100S3 ////

30303030 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　和幸和幸和幸和幸 愛知県警察愛知県警察愛知県警察愛知県警察
100S1100S1100S1100S1 ////

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0

一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投

[[[[ 3:063:063:063:06 ]]]]000S2000S2000S2000S2

[[[[ 0:560:560:560:56 ]]]]

1111 長澤長澤長澤長澤　　　　憲大憲大憲大憲大 東海大学4年東海大学4年東海大学4年東海大学4年

32323232 二見二見二見二見　　　　省吾省吾省吾省吾 國學院大学1年國學院大学1年國學院大学1年國學院大学1年

000S1000S1000S1000S1

27272727

指導指導指導指導２２２２

//// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:361:361:361:36 ]]]]

筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年

24242424 釘丸釘丸釘丸釘丸　　　　太一太一太一太一 センコーセンコーセンコーセンコー

10101010 垣田垣田垣田垣田　　　　恭兵恭兵恭兵恭兵 旭化成旭化成旭化成旭化成

]]]]

000S0000S0000S0000S0 ////

29292929 江畑江畑江畑江畑　　　　丈夫丈夫丈夫丈夫 国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年国士舘大学2年
000S2000S2000S2000S2 //// 000S1000S1000S1000S1

8888 山本山本山本山本　　　　宜秀宜秀宜秀宜秀 日本中央競馬会日本中央競馬会日本中央競馬会日本中央競馬会

[[[[ GSGSGSGS 1:081:081:081:08

[[[[

指導指導指導指導２２２２

5:005:005:005:00 ]]]]

000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS

5:005:005:005:00 ]]]]

大橋大橋大橋大橋　　　　賢人賢人賢人賢人

大外刈大外刈大外刈大外刈

5:005:005:005:00 ]]]]000S2000S2000S2000S2 [[[[

[[[[ 5:005:005:005:00

支釣込足支釣込足支釣込足支釣込足

内股内股内股内股

指導指導指導指導２２２２

払腰払腰払腰払腰

背負投背負投背負投背負投

指導指導指導指導１１１１

大内刈大内刈大内刈大内刈

000S3000S3000S3000S3 [[[[

指導指導指導指導２２２２

指導指導指導指導３３３３

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

巴投巴投巴投巴投

指導指導指導指導３３３３

小内刈小内刈小内刈小内刈

袈裟固袈裟固袈裟固袈裟固

内股内股内股内股

背負投背負投背負投背負投

内股内股内股内股

102S1102S1102S1102S1 //// 000S2000S2000S2000S2

指導指導指導指導２２２２

内股内股内股内股

横四方固横四方固横四方固横四方固

]]]]

4:314:314:314:31 ]]]]

000S2000S2000S2000S2

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 1:491:491:491:49 ]]]]

3333 長倉長倉長倉長倉　　　　友樹友樹友樹友樹 筑波大学4年筑波大学4年筑波大学4年筑波大学4年

000S1000S1000S1000S1

1111 長澤長澤長澤長澤　　　　憲大憲大憲大憲大 東海大学4年東海大学4年東海大学4年東海大学4年 内股内股内股内股

100S0100S0100S0100S0 ////

i5-4670
長方形



平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)

000S2000S2000S2000S2 [[[[

27272727 阪本阪本阪本阪本　　　　健介健介健介健介 東海大学4年東海大学4年東海大学4年東海大学4年
100S2100S2100S2100S2 //// 000S1000S1000S1000S1

10101010 小林小林小林小林　　　　大輔大輔大輔大輔 ALSOKALSOKALSOKALSOK

[[[[ 2:542:542:542:54

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

5:005:005:005:00 ]]]]

]]]] 内股内股内股内股

000S0000S0000S0000S0 ////

19191919 辻本辻本辻本辻本　　　　拓記拓記拓記拓記 兵庫県警察兵庫県警察兵庫県警察兵庫県警察 背負投背負投背負投背負投

13131313 飯田健太郎飯田健太郎飯田健太郎飯田健太郎 国士舘高校2年国士舘高校2年国士舘高校2年国士舘高校2年
S1S1S1S1 //// S0S0S0S0

安達安達安達安達　　　　裕助裕助裕助裕助 日本大学3年日本大学3年日本大学3年日本大学3年
000S1000S1000S1000S1 //// 101S2101S2101S2101S2

18181818 羽沢羽沢羽沢羽沢　　　　頼誠頼誠頼誠頼誠 パーク24パーク24パーク24パーク24

[[[[ 5:165:165:165:16 ]]]]

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

5555 穴井穴井穴井穴井　　　　亮平亮平亮平亮平 東海大学付属熊本星翔高校東海大学付属熊本星翔高校東海大学付属熊本星翔高校東海大学付属熊本星翔高校 指導指導指導指導１１１１

30303030

102S1102S1102S1102S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS 6:286:286:286:28 ]]]]

5:005:005:005:00 ]]]]
袈裟固袈裟固袈裟固袈裟固

[[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
大外返大外返大外返大外返

010S0010S0010S0010S0 //// 000S2000S2000S2000S2

000S2000S2000S2000S2 [[[[

]]]]
指導指導指導指導２２２２

29292929 古田古田古田古田　　　　伸悟伸悟伸悟伸悟 天理大学1年天理大学1年天理大学1年天理大学1年
010S0010S0010S0010S0 ////

28282828 吉良吉良吉良吉良　　　　儀城儀城儀城儀城 国士舘大学1年国士舘大学1年国士舘大学1年国士舘大学1年

000S0000S0000S0000S0

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]
支釣込足支釣込足支釣込足支釣込足

[[[[ 1:541:541:541:54

27272727 阪本阪本阪本阪本　　　　健介健介健介健介 東海大学4年東海大学4年東海大学4年東海大学4年
000S1000S1000S1000S1 ////

26262626 前野前野前野前野　　　　玲音玲音玲音玲音 山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年
100S1100S1100S1100S1 ////

]]]]
合合合合せせせせ技技技技

[[[[ 1:541:541:541:54 ]]]]
小外掛小外掛小外掛小外掛

5:005:005:005:00 ]]]]
袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

24242424 井上井上井上井上　　　　貴博貴博貴博貴博 佐賀県警察佐賀県警察佐賀県警察佐賀県警察
100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0

[[[[

25252525 下和田翔平下和田翔平下和田翔平下和田翔平 京葉京葉京葉京葉ガスガスガスガス
000S1000S1000S1000S1 //// 001S1001S1001S1001S1 [[[[ GSGSGSGS 5:315:315:315:31

23232323 後藤隆太郎後藤隆太郎後藤隆太郎後藤隆太郎 慶應義塾大学3年慶應義塾大学3年慶應義塾大学3年慶應義塾大学3年
000S1000S1000S1000S1 //// 000S0000S0000S0000S0

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 0:580:580:580:58

指導指導指導指導１１１１
5:005:005:005:00 ]]]]

21212121 内内内内　　　　健治郎健治郎健治郎健治郎 鹿児島県警察鹿児島県警察鹿児島県警察鹿児島県警察
100S0100S0100S0100S0 ]]]]

内股内股内股内股

22222222 三村三村三村三村　　　　暁之暁之暁之暁之 明治大学2年明治大学2年明治大学2年明治大学2年
000S0000S0000S0000S0 //// 010S1010S1010S1010S1 [[[[

大内返大内返大内返大内返
//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

20202020 春日春日春日春日　　　　良太良太良太良太 山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年
010S1010S1010S1010S1

5:005:005:005:00 ]]]]
19191919 辻本辻本辻本辻本　　　　拓記拓記拓記拓記 兵庫県警察兵庫県警察兵庫県警察兵庫県警察

000S0000S0000S0000S0
体落体落体落体落

////

[[[[ 2:182:182:182:18

000S2000S2000S2000S2 [[[[

18181818 羽沢羽沢羽沢羽沢　　　　頼誠頼誠頼誠頼誠 パーク24パーク24パーク24パーク24
000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:161:161:161:16 ]]]]

指導指導指導指導２２２２
//// 100S0100S0100S0100S0

]]]]

16161616 熊代熊代熊代熊代　　　　佑輔佑輔佑輔佑輔 ALSOKALSOKALSOKALSOK
大内刈大内刈大内刈大内刈

17171717 安部安部安部安部　　　　祥央祥央祥央祥央 鹿屋体育大学3年鹿屋体育大学3年鹿屋体育大学3年鹿屋体育大学3年 肩固肩固肩固肩固

4:194:194:194:19

]]]]000S1000S1000S1000S1 //// 100S0100S0100S0100S0

ウルフアロンウルフアロンウルフアロンウルフアロン
15151515 小野小野小野小野　　　　卓志卓志卓志卓志 筑波大学教員筑波大学教員筑波大学教員筑波大学教員

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]] 内股内股内股内股

東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年 100S0100S0100S0100S0 //// 002S2002S2002S2002S2 [[[[

14141414 飯田飯田飯田飯田　　　　健伍健伍健伍健伍 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年
100S0100S0100S0100S0

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち
//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 1:381:381:381:38 ]]]]

大内刈大内刈大内刈大内刈

13131313 飯田健太郎飯田健太郎飯田健太郎飯田健太郎 国士舘高校2年国士舘高校2年国士舘高校2年国士舘高校2年
000S2000S2000S2000S2 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:551:551:551:55 ]]]]

隅返隅返隅返隅返

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 5:005:005:005:00
大内刈大内刈大内刈大内刈

12121212 髙橋髙橋髙橋髙橋　　　　良介良介良介良介 警視庁警視庁警視庁警視庁
001S3001S3001S3001S3

010S0010S0010S0010S0

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 5:005:005:005:00 ]]]]

11111111 増渕増渕増渕増渕　　　　　　　　樹樹樹樹 旭化成旭化成旭化成旭化成

ALSOKALSOKALSOKALSOK
000S1000S1000S1000S1 ////

10101010 小林小林小林小林　　　　大輔大輔大輔大輔

]]]]////

[[[[

7:297:297:297:29 ]]]]
指導指導指導指導１１１１

000S0000S0000S0000S0

000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS

5:005:005:005:00 ]]]]
背負投背負投背負投背負投

新田高校3年新田高校3年新田高校3年新田高校3年
100S2100S2100S2100S2 ////

8888 浅沼浅沼浅沼浅沼　　　　拓海拓海拓海拓海 センコーセンコーセンコーセンコー

9999 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　好信好信好信好信

4:374:374:374:37 ]]]]

7:017:017:017:01 ]]]]
小外刈小外刈小外刈小外刈

100S1100S1100S1100S1
袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

000S4000S4000S4000S4 [[[[ GSGSGSGS

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

[[[[//// 000S2000S2000S2000S2

5:005:005:005:00 ]]]]
反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

日本大学2年日本大学2年日本大学2年日本大学2年
000S3000S3000S3000S3 ////

011S0011S0011S0011S0
6666 藤井藤井藤井藤井　　　　　　　　岳岳岳岳 パーク24パーク24パーク24パーク24

7777 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　和哉和哉和哉和哉

5:005:005:005:00

5555 穴井穴井穴井穴井　　　　亮平亮平亮平亮平 東海大学付属熊本星翔高校東海大学付属熊本星翔高校東海大学付属熊本星翔高校東海大学付属熊本星翔高校
000S1000S1000S1000S1 4:184:184:184:18 ]]]]

4444 村上村上村上村上　　　　　　　　拓拓拓拓 愛知県警察愛知県警察愛知県警察愛知県警察

肩固肩固肩固肩固

[[[[ ]]]]
背負落背負落背負落背負落

//// 100S2100S2100S2100S2 [[[[

4:424:424:424:42 ]]]]
天理大学3年天理大学3年天理大学3年天理大学3年

100S2100S2100S2100S2 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

//// 000S2000S2000S2000S2

帯取返帯取返帯取返帯取返3333

5:005:005:005:00 ]]]]

010S0010S0010S0010S0

大岩大岩大岩大岩　　　　郁弥郁弥郁弥郁弥

//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

小外掛小外掛小外掛小外掛

2222 乙津乙津乙津乙津　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 東芝東芝東芝東芝プラントシステムプラントシステムプラントシステムプラントシステム 裏投裏投裏投裏投 001S1001S1001S1001S1

平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

100kg100kg100kg100kg
1111 ウルフアロンウルフアロンウルフアロンウルフアロン 東海大学2年東海大学2年東海大学2年東海大学2年

i5-4670
長方形

i5-4670
長方形

i5-4670
長方形


