
氏 名 シ メイ

1 男子ジュニア 50kg級 G 三村 岳人 ミムラ ガクト 岡山県 倉敷鷲羽 高等学校  

2 男子ジュニア 74kg級 F 坂野 秀尭 サカノ ヒデタカ 鹿児島県 鹿屋中央 高等学校  

3 男子ジュニア 84kg級 F 大山 泰吾 オオヤマ タイゴ 神奈川県 慶應義塾 大学  

4 男子ジュニア 60kg級 F 竹越 圭佑 タケゴシ ケイスケ 神奈川県 慶應義塾 大学  

5 男子ジュニア 66kg級 F 守田 光 モリタ ヒカル 神奈川県 慶應義塾 大学  

6 男子ジュニア 60kg級 F 山田 俊幸 ヤマダ トシユキ 神奈川県 慶應義塾 大学  

7 男子ジュニア 66kg級 G 山際 貫太 ヤマギワ カンタ 神奈川県 慶應義塾 大学  

8 男子ジュニア 50kg級 G 江下 和希 エシタ カズキ 佐賀県 鳥栖工業 高等学校  

9 男子ジュニア 60kg級 G 小柴 亮太 コシバ リョウタ 佐賀県 鳥栖工業 高等学校  

10 男子ジュニア 84kg級 G 中村 亜靖 ナカムラ アツヤ 佐賀県 鳥栖工業 高等学校  

11 男子ジュニア 84kg級 G 谷崎 匠 タニザキ タクミ 岐阜県 岐南工業 高等学校  

12 男子ジュニア 96kg級 F 濱本 大徳 ハマモト ヒロノリ 奈良県 天理 大学  

13 男子ジュニア 96kg級 G 山本 拓実 ヤマモト タクミ 奈良県 天理 大学  

14 男子ジュニア 66kg級 F 泊 清孝 トマリ キヨタカ 奈良県 天理 大学  

15 男子ジュニア 74kg級 F 山岡 暉 ヤマオカ ヒカリ 奈良県 天理 大学  

16 男子ジュニア 96kg級 G 西田 清真 ニシダ キヨマサ 奈良県 天理 大学  

17 男子ジュニア 50kg級 G 倉本 帆生 クラモト ハッセ 奈良県 天理 大学  

18 男子ジュニア 84kg級 F 舛田 裕城 マスダ ユウキ 奈良県 天理 大学  

19 男子ジュニア 120kg級 F 武藤 翔吾 ムトウ ショウゴ 大分県 日本文理大学附属 高等学校  

20 男子ジュニア 60kg級 F 森東 誠二 モリトウ セイジ 滋賀県 八幡工業 高等学校  

21 男子ジュニア 60kg級 G 成國 大志 ナリクニ タイシ 東京都 青山学院 大学  

22 男子ジュニア 60kg級 F 土屋 佑斗 ツチヤ ユウト 東京都 青山学院 大学  

23 男子ジュニア 60kg級 F 吉川 貴紘 ヨシカワ タカヒロ 東京都 青山学院 大学  

24 男子ジュニア 66kg級 F 掛川 修平 カケガワ シュウヘイ 東京都 青山学院 大学  

25 男子ジュニア 66kg級 G 小西 央記 コニシ オウキ 東京都 青山学院 大学  

26 男子ジュニア 74kg級 G 礒田 隆 イソダ タカシ 東京都 青山学院 大学  

27 男子ジュニア 74kg級 G 三木 雄平 ミツキ ユウヘイ 東京都 青山学院 大学  

28 男子ジュニア 84kg級 G 藤井 達哉 フジイ タツヤ 東京都 青山学院 大学  

29 男子ジュニア 96kg級 G 後藤 南斗 ゴトウ ミナト 東京都 青山学院 大学  

30 男子ジュニア 120kg級 G 南野 航輝 ナンノ コウキ 兵庫県 県立猪名川 高等学校  

31 男子ジュニア 74kg級 F 丸目 哲郎 マルメ テツロウ 愛知県 星城 高等学校  

32 男子ジュニア 120kg級 F 森 右秀 モリ アキホ 愛知県 星城 高等学校  

33 男子ジュニア 84kg級 F 井上 蓮汰 イノウエ レンタ 大阪府 同志社香里 高等学校  

34 男子ジュニア 50kg級 G 山谷 洸芽 ヤマヤ コウガ 秋田県 秋田市立秋田商業 高等学校  

35 男子ジュニア 66kg級 F 米澤 凌 ヨネザワ リョウ 秋田県 秋田市立秋田商業 高等学校  

36 男子ジュニア 84kg級 F 山田 修太郎 ヤマダ シュウタロウ 秋田県 秋田市立秋田商業 高等学校  

37 男子ジュニア 84kg級 G 川村 洋史 カワムラ ヨウジ 埼玉県 自衛隊体育学校 （その他）  

38 男子ジュニア 66kg級 G 鈴木 剛志 スズキ ツヨシ 東京都 ワセダクラブ クラブ  

39 男子ジュニア 60kg級 F 矢野 誠 ヤノ マコト 神奈川県 東海 大学  

40 男子ジュニア 66kg級 F 今井 啓貴 イマイ ヒロキ 神奈川県 東海 大学  

41 男子ジュニア 74kg級 F 植野 海星 ウエノ カイセイ 神奈川県 東海 大学  

42 男子ジュニア 60kg級 F 小川 航大 オガワ コウダイ 青森県 八戸工業大学第一 高等学校  

43 男子ジュニア 50kg級 F 桝本 空 マスモト ソラ 奈良県 法隆寺国際 高等学校  

44 男子ジュニア 66kg級 F 安楽 龍馬 アンラク リョウマ 山梨県 山梨県立韮崎工業 高等学校  

45 男子ジュニア 55kg級 G 稲葉 海人 イナバ カイト 山梨県 山梨県立韮崎工業 高等学校  

46 男子ジュニア 84kg級 F 石黒 隼士 イシグロ ハヤト 埼玉県 花咲徳栄 高等学校  

47 男子ジュニア 96kg級 F 吉田 ケイワン ヨシダ ケイワン 埼玉県 花咲徳栄 高等学校  

48 男子ジュニア 74kg級 F 伊藤 朱里 イトウ シュリ 京都府 網野 高等学校  

49 男子ジュニア 66kg級 G 小池 波也登 コイケ ハヤト 神奈川県 神奈川 大学  

50 男子ジュニア 84kg級 F 森 大樹 モリ ダイキ 神奈川県 神奈川 大学  

51 男子ジュニア 66kg級 F 山内 壮 ヤマウチ ソウ 神奈川県 神奈川 大学  

52 男子ジュニア 74kg級 G 大賀 遥 オオガ ハルカ 神奈川県 神奈川 大学  

53 男子ジュニア 66kg級 F 服部 蓮 ハットリ レン 神奈川県 神奈川 大学  

54 男子ジュニア 55kg級 F 斉藤 浩司 サイトウ コウジ 神奈川県 神奈川 大学  

55 男子ジュニア 66kg級 G 鈴木 陸 スズキ リク 神奈川県 神奈川 大学  

56 男子ジュニア 50kg級 G 山口 秀斗 ヤマグチ ヒデト 神奈川県 神奈川 大学  

57 男子ジュニア 60kg級 F 岩永 拓馬 イワナガ タクマ 神奈川県 神奈川 大学  

58 男子ジュニア 55kg級 G 比嘉 優太 ヒガ ユウタ 神奈川県 神奈川 大学  

59 男子ジュニア 55kg級 F 小谷 駿介 コダニ シュンスケ 神奈川県 神奈川 大学  

60 男子ジュニア 60kg級 G 江川 亘 エガワ ワタル 神奈川県 神奈川 大学  

61 男子ジュニア 96kg級 F 大﨑 潤 オオサキ ジュン 神奈川県 神奈川 大学  
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62 男子ジュニア 60kg級 F 福岡　 佑大 フクオカ ユウダイ 神奈川県 神奈川 大学  

63 男子ジュニア 60kg級 F 今井 貴大 イマイ タカヒロ 神奈川県 神奈川 大学  

64 男子ジュニア 55kg級 F 日比野 圭汰 ヒビノ ケイタ 神奈川県 神奈川 大学  

65 男子ジュニア 96kg級 G 三浦 庶宏 ミウラ チカヒロ 神奈川県 神奈川 大学  

66 男子ジュニア 74kg級 F 馬渡 和音 マワタリ カズネ 神奈川県 神奈川 大学  

67 男子ジュニア 55kg級 F 川島 功也 カワシマ コウヤ 神奈川県 神奈川 大学  

68 男子ジュニア 60kg級 F 大川 拓海 オオカワ タクミ 神奈川県 神奈川 大学  

69 男子ジュニア 74kg級 G 北條 良真 ホウジョウ リョウマ 神奈川県 神奈川 大学  

70 男子ジュニア 66kg級 F 池田 捷人 イケダ ハヤト 神奈川県 神奈川 大学  

71 男子ジュニア 74kg級 F 井筒 勇人 イヅツ ユウト 千葉県 日本体育大学柏 高等学校  

72 男子ジュニア 55kg級 F 山口 海輝 ヤマグチ カイキ 千葉県 日本体育大学柏 高等学校  

73 男子ジュニア 55kg級 F 服部 大虎 ハットリ ダイゴ 千葉県 日本体育大学柏 高等学校  

74 男子ジュニア 50kg級 F 谷口 龍我 谷口 リョウガ 千葉県 日本体育大学柏 高等学校  

75 男子ジュニア 50kg級 F 大谷 隼人 オオタニ ハヤト 宮城県 東北学院 大学  

76 男子ジュニア 50kg級 F 後藤 大河 ゴトウ タイガ 宮城県 東北学院 大学  

77 男子ジュニア 74kg級 F 杉下 健太 スギシタ ケンタ 宮城県 東北学院 大学  

78 男子ジュニア 74kg級 F 玉尾 奏汰 タマオ カナタ 宮城県 東北学院 大学  

79 男子ジュニア 60kg級 F 加藤 優輝 カトウ ユウキ 大阪府 関西 大学  

80 男子ジュニア 60kg級 G 大川 慧輔 オオカワ ケイスケ 大阪府 関西 大学  

81 男子ジュニア 96kg級 G 田中 颯人 タナカ ハヤト 大阪府 関西 大学  

82 男子ジュニア 74kg級 F 松下 直樹 マツシタ ナオキ 大阪府 関西 大学  

83 男子ジュニア 84kg級 F 脇田 俊之 ワキタ トシユキ 大阪府 関西 大学  

84 男子ジュニア 74kg級 G 一瀬 剣 イチノセ ツルギ 大阪府 関西 大学  

85 男子ジュニア 96kg級 G 小林 拓真 コバヤシ タクマ 東京都 日本大学 大学  

86 男子ジュニア 66kg級 G 吉田 アミン ヨシダ アミン 東京都 日本大学 大学  

87 男子ジュニア 66kg級 G 渡部 颯太 ワタナベ ソウタ 東京都 日本大学 大学  

88 男子ジュニア 66kg級 G 不動 武蔵 フドウ ムサシ 東京都 日本大学 大学  

89 男子ジュニア 60kg級 F 矢後 公誠 ヤゴ コウセイ 東京都 日本大学 大学  

90 男子ジュニア 60kg級 F 左京 昴亮 サキョウ コウスケ 東京都 日本大学 大学  

91 男子ジュニア 60kg級 F 鹿子嶋 功 カゴシマ コウ 東京都 日本大学 大学  

92 男子ジュニア 60kg級 F 逆井 琉偉 サカサイ ルイ 東京都 日本大学 大学  

93 男子ジュニア 74kg級 F 赤荻 蘭丸 アカオギ ランマル 東京都 日本大学 大学  

94 男子ジュニア 74kg級 F 増渕 順太 マスブチ ジュンタ 東京都 日本大学 大学  

95 男子ジュニア 74kg級 F 本間 賢志 ホンマ サトシ 東京都 日本大学 大学  

96 男子ジュニア 96kg級 F 石黒 峻士 イシグロ タカシ 東京都 日本大学 大学  

97 男子ジュニア 96kg級 F 生形 航汰 ウブカタ コウタ 東京都 日本大学 大学  

98 男子ジュニア 66kg級 F 清水 徹 シミズ トオル 東京都 日本大学 大学  

99 男子ジュニア 84kg級 F 永井 雄基 ナガイ ユウキ 東京都 日本大学 大学  

100 男子ジュニア 120kg級 F 山本 泰丈 ヤマモト ヤスヒロ 東京都 日本大学 大学  

101 男子ジュニア 55kg級 F 齊藤 克直 サイトウ ヨシキ 東京都 日本大学 大学  

102 男子ジュニア 55kg級 F 加藤 万豊 カトウ カズト 三重県 いなべ総合学園 高等学校  

103 男子ジュニア 66kg級 F 基山 仁太郎 モトヤマ ジンタロウ 三重県 いなべ総合学園 高等学校  

104 男子ジュニア 60kg級 G 河口 清 カワグチ キヨシ 福岡県 九州共立 大学  

105 男子ジュニア 66kg級 G 北岡 優佑 キタオカ ユウスケ 福岡県 九州共立 大学  

106 男子ジュニア 96kg級 F 江口 浩太朗 エグチ コウタロウ 福岡県 九州共立 大学  

107 男子ジュニア 66kg級 G 江藤 祐貴 エトウ ユタカ 福岡県 九州共立 大学  

108 男子ジュニア 66kg級 G 白濵 美宗 シラハマ ヨシムネ 福岡県 九州共立 大学  

109 男子ジュニア 55kg級 G 松崎 公裕 マツザキ マサヒロ 福岡県 九州共立 大学  

110 男子ジュニア 55kg級 F 下田 龍晴 シモダ リュウセイ 福岡県 九州共立 大学  

111 男子ジュニア 55kg級 G 三浦 紘明 ミウラ ヒロアキ 福岡県 九州共立 大学  

112 男子ジュニア 66kg級 G 勝浦 胤芙煕 カツウラ イブキ 福岡県 九州共立 大学  

113 男子ジュニア 84kg級 G 饒波 正眞 ノハ ショウマ 福岡県 九州共立 大学  

114 男子ジュニア 74kg級 F 太田 晶宏 オオタ アキヒロ 福岡県 九州共立 大学  

115 男子ジュニア 66kg級 F 三浦 晃裕 ミウラ アキヒロ 福岡県 九州共立 大学  

116 男子ジュニア 74kg級 G 山﨑 翔馬 ヤマザキ ショウマ 福岡県 九州共立 大学  

117 男子ジュニア 60kg級 F 鶴田 紳一郎 ツルタ シンイチロウ 福岡県 九州共立 大学  

118 男子ジュニア 55kg級 F 瀬戸 峻佑 セト シュンスケ 福岡県 九州共立 大学  

119 男子ジュニア 84kg級 G 向井 識起 ムカイ サトキ 広島県 広島国際学院 高等学校  

120 男子ジュニア 55kg級 F 原田 悠太朗 ハラダ ユウタロウ 広島県 県立広島国泰寺 高等学校  

121 男子ジュニア 84kg級 F 松岡 太一 マツオカ タイチ 岡山県 おかやま山陽 高等学校  

122 男子ジュニア 96kg級 F 神田 竜弥 カンダ タツヤ 神奈川県 防衛 大学  
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123 男子ジュニア 74kg級 F 岩井 僚亮 イワイ リョウスケ 香川県 多度津 高等学校  

124 男子ジュニア 120kg級 F 山室 彰広 ヤマムロ アキヒロ 香川県 多度津 高等学校  

125 男子ジュニア 96kg級 G 長野 修平 ナガノ シュウヘイ 大阪府 近畿 大学

126 男子ジュニア 60kg級 F 村上 寛人 ムラカミ カント 大阪府 近畿 大学  

127 男子ジュニア 55kg級 G 吉岡 翔一朗 ヨシオカ ショウイチロウ 大阪府 近畿 大学  

128 男子ジュニア 74kg級 F 小野 德士 オノ トクシ 大阪府 近畿 大学  

129 男子ジュニア 66kg級 F 下地 涼太 シモチ リョウタ 大阪府 近畿 大学  

130 男子ジュニア 60kg級 F 田和 樹 タワ イツキ 大阪府 近畿 大学  

131 男子ジュニア 60kg級 F 東本 拓真 ヒガシモト タクマ 大阪府 近畿 大学  

132 男子ジュニア 60kg級 F 諸岡 顕 モロオカ ケン 大阪府 近畿 大学  

133 男子ジュニア 74kg級 F 木上 輝亮 キガミ テルアキ 大阪府 近畿 大学  

134 男子ジュニア 74kg級 F 山本 大貴 ヤマモト ダイキ 大阪府 近畿 大学  

135 男子ジュニア 96kg級 G 杢本 涼磨 モクモト リョウマ 大阪府 近畿 大学  

136 男子ジュニア 66kg級 G 上垣 勇二 ウエガキ ユウジ 埼玉県 自衛隊体育学校 （その他）

137 男子ジュニア 66kg級 G 加賀谷 優太朗 カガヤ ユウタロウ 埼玉県 自衛隊体育学校 （その他）

138 男子ジュニア 55kg級 G 新垣 将吾 アラカキ ショウゴ 沖縄県 北部農林 高等学校  

139 男子ジュニア 55kg級 F 松井 稜 マツイ リョウ 山梨県 山梨学院 大学  

140 男子ジュニア 55kg級 G 高橋 三四郎 タカハシ サンシロウ 山梨県 山梨学院 大学  

141 男子ジュニア 60kg級 F 榊 大夢 サカキ ヒロム 山梨県 山梨学院 大学  

142 男子ジュニア 60kg級 F 坂井 岳史 サカイ タケシ 山梨県 山梨学院 大学  

143 男子ジュニア 60kg級 F 徳永 有都 トクナガ ユウト 山梨県 山梨学院 大学  

144 男子ジュニア 60kg級 F 鶴田 和平 ツルタ カズヒラ 山梨県 山梨学院 大学  

145 男子ジュニア 60kg級 F 加藤 勝城 カトウ ショウキ 山梨県 山梨学院 大学  

146 男子ジュニア 60kg級 G 森 尚貴 モリ ナオキ 山梨県 山梨学院 大学  

147 男子ジュニア 60kg級 G 早乙女 匠 サオトメ タクミ 山梨県 山梨学院 大学  

148 男子ジュニア 60kg級 G 宮原 将 ミヤハラ ショウキ 山梨県 山梨学院 大学  

149 男子ジュニア 66kg級 F 西谷 海音 ニシタニ カイト 山梨県 山梨学院 大学  

150 男子ジュニア 66kg級 F 上村 孝高 ウエムラ ヨシタカ 山梨県 山梨学院 大学  

151 男子ジュニア 74kg級 F 佐藤 拳 サトウ ケン 山梨県 山梨学院 大学  

152 男子ジュニア 74kg級 F 加藤 祐 カトウ ユウ 山梨県 山梨学院 大学  

153 男子ジュニア 84kg級 F 横山 凛太朗 ヨコヤマ リンタロウ 山梨県 山梨学院 大学  

154 男子ジュニア 84kg級 F 松折 進 マツオリ シン 山梨県 山梨学院 大学  

155 男子ジュニア 96kg級 F 牛水 瑞貴 ウシミズ ミズキ 山梨県 山梨学院 大学  

156 男子ジュニア 120kg級 F 藤本 歩 フジモト アユム 山梨県 山梨学院 大学  

157 男子ジュニア 60kg級 G 山本 真聖 ヤマモト シンセイ 三重県 朝明 高等学校  

158 男子ジュニア 55kg級 F 澤田 奨吾 サワダ ショウゴ 岐阜県 中京学院 大学  

159 男子ジュニア 66kg級 F 加藤 鷹希 カトウ タカキ 岐阜県 中京学院 大学  

160 男子ジュニア 60kg級 F 大野 龍之介 オオノ リュウノスケ 岐阜県 中京学院 大学  

161 男子ジュニア 66kg級 F 山本 隼平 ヤマモト シュンペイ 岐阜県 中京学院 大学  

162 男子ジュニア 66kg級 F 小野塚 大河 オノヅカ タイガ 岐阜県 中京学院 大学  

163 男子ジュニア 66kg級 G 大谷 勇介 オオタニ ユウスケ 岐阜県 中京学院 大学  

164 男子ジュニア 74kg級 G 河部 直樹 カワベ ナオキ 岐阜県 中京学院 大学  

165 男子ジュニア 50kg級 F 加藤 雄介 カトウ ユウスケ 岐阜県 中京学院 大学  

166 男子ジュニア 55kg級 F 永本 竜平 ナガモト リュウヘイ 岐阜県 中京学院 大学  

167 男子ジュニア 66kg級 F 仁木 智大 ニキ トモヒロ 岐阜県 中京学院 大学  

168 男子ジュニア 66kg級 F 小松﨑 脩司 コマツザキ シュウジ 岐阜県 中京学院 大学  

169 男子ジュニア 74kg級 F 高井 遼人 タカイ リョウト 岐阜県 中京学院 大学  

170 男子ジュニア 60kg級 G 神田 優人 カンダ ユウト 岐阜県 中京学院 大学  

171 男子ジュニア 66kg級 G 田口 学容 タグチ ガクヨウ 岐阜県 中京学院 大学  

172 男子ジュニア 74kg級 G 増川 和也 マスカワ カズヤ 岐阜県 中京学院 大学  

173 男子ジュニア 74kg級 G 岩井 和之 イワイ カズユキ 岐阜県 中京学院 大学  

174 男子ジュニア 66kg級 F 高橋 聡之 タカハシ トシユキ 千葉県 国際武道 大学  

175 男子ジュニア 60kg級 F 藤田 海星 フジタ カイセイ 千葉県 国際武道 大学  

176 男子ジュニア 55kg級 F 坂井 剛光 サカイ タケミツ 東京都 早稲田大学 大学  

177 男子ジュニア 60kg級 F 吉村 拓海 ヨシムラ タクミ 東京都 早稲田大学 大学  

178 男子ジュニア 60kg級 F 橋本 星良 ハシモト セイラ 東京都 早稲田大学 大学  

179 男子ジュニア 60kg級 G 小田 修一郎 オダ シュウイチロウ 東京都 早稲田大学 大学  

180 男子ジュニア 66kg級 F 梅林 太朗 ウメバヤシ タロウ 東京都 早稲田大学 大学  

181 男子ジュニア 66kg級 G 宇井 大和 ウイ ヤマト 東京都 早稲田大学 大学  

182 男子ジュニア 74kg級 F 野本 州汰 ノモト シュウタ 東京都 早稲田大学 大学  

183 男子ジュニア 74kg級 F 山﨑 弥十朗 ヤマサキ ヤジュウロウ 東京都 早稲田大学 大学  
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184 男子ジュニア 96kg級 G 松本 直毅 マツモト ナオキ 東京都 早稲田大学 大学  

185 男子ジュニア 60kg級 F 土屋 出 ﾂﾁﾔ ｲｽﾞﾙ 山形県 山形市立商業 高等学校  

186 男子ジュニア 96kg級 F 秋場 勇星 アキバ ユウセイ 山形県 山形市立商業 高等学校  

187 男子ジュニア 74kg級 F 古川 隼彬 コガワ ハヤモリ 青森県 八戸学院光星 高等学校  

188 男子ジュニア 120kg級 F 鎌本 智哉 カマモト トモヤ 青森県 八戸学院光星 高等学校  

189 男子ジュニア 66kg級 G 遠藤 功章 エンドウ カツアキ 神奈川県 日本体育 大学  

190 男子ジュニア 66kg級 F 島袋 慶生 シマブクロ ケイセイ 神奈川県 日本体育 大学  

191 男子ジュニア 84kg級 G 勅使川原 延明 テシガワラ ノブアキ 神奈川県 日本体育 大学  

192 男子ジュニア 84kg級 G 西山 慎吾 ニシヤマ シンゴ 神奈川県 日本体育 大学  

193 男子ジュニア 55kg級 F 新井 陸人 アライ リクト 神奈川県 日本体育 大学  

194 男子ジュニア 66kg級 F 上野 裕次郎 ウエノ ユウジロウ 神奈川県 日本体育 大学  

195 男子ジュニア 74kg級 F 大平 拓海 オオダイラ タクミ 神奈川県 日本体育 大学  

196 男子ジュニア 96kg級 G 白鳥 慶樹 シラトリ ヨシキ 神奈川県 日本体育 大学  

197 男子ジュニア 96kg級 G 出口 滋文 デグチ シゲフミ 神奈川県 日本体育 大学  

198 男子ジュニア 84kg級 F 錦戸 祐也 ニシキド ユウヤ 神奈川県 日本体育 大学  

199 男子ジュニア 74kg級 G 林 雷 ハヤシ ライ 神奈川県 日本体育 大学  

200 男子ジュニア 55kg級 G 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ 神奈川県 日本体育 大学  

201 男子ジュニア 60kg級 G 山田 義起 ヤマダ ヨシキ 神奈川県 日本体育 大学  

202 男子ジュニア 60kg級 G 徳比嘉 一仁 トクヒガ イチト 神奈川県 日本体育 大学  

203 男子ジュニア 60kg級 G 鈴木 絢太 スズキ アヤタ 神奈川県 日本体育 大学  

204 男子ジュニア 74kg級 F 三輪 優翔 ミワ ユウト 神奈川県 日本体育 大学  

205 男子ジュニア 55kg級 F 星野 工 ホシノ タクミ 神奈川県 日本体育 大学  

206 男子ジュニア 66kg級 F 有賀 子竜 アリガ シリュウ 神奈川県 日本体育 大学  

207 男子ジュニア 66kg級 G 佐久田 匠 サクダ ショウ 神奈川県 日本体育 大学  

208 男子ジュニア 60kg級 G 矢部 和希 ヤベ カズキ 神奈川県 日本体育 大学  

209 男子ジュニア 66kg級 G 佐々木 博久 ササキ ヒロヒサ 神奈川県 日本体育 大学  

210 男子ジュニア 74kg級 G 下山田 周 シモヤマダ アマネ 神奈川県 日本体育 大学  

211 男子ジュニア 84kg級 G 戸田 俊也 トダ トシヤ 神奈川県 日本体育 大学  

212 男子ジュニア 55kg級 F 小宮 涼雅 コミヤ リョウガ 神奈川県 日本体育 大学  

213 男子ジュニア 74kg級 G 田中 真男 タナカ マサオ 神奈川県 日本体育 大学  

214 男子ジュニア 60kg級 G 村上 英二 ムラカミ エイジ 神奈川県 日本体育 大学  

215 男子ジュニア 55kg級 F 藤澤 侑生 フジサワ ユウキ 神奈川県 日本体育 大学  

216 男子ジュニア 60kg級 G 馬場 慧志 ババ ケイシ 神奈川県 日本体育 大学  

217 男子ジュニア 66kg級 G 笛木 薫 フエキ カオル 神奈川県 日本体育 大学  

218 男子ジュニア 55kg級 G 小川 翔太 オガワ ショウタ 神奈川県 日本体育 大学

219 男子ジュニア 60kg級 G 長澤 勇人 ナガサワ ユウト 神奈川県 日本体育 大学  

220 男子ジュニア 60kg級 F 山崎 幹太郎 ヤマザキ カンタロウ 東京都 法政 大学  

221 男子ジュニア 60kg級 G 丸山 正太郎 マルヤマ ショウタロウ 東京都 法政 大学  

222 男子ジュニア 74kg級 F 竹沢 登喜 タケザワ トキ 東京都 法政 大学  

223 男子ジュニア 50kg級 G 伊奈 晃宏 イナ アキヒロ 東京都 法政 大学  

224 男子ジュニア 66kg級 G 辻 開成 ツジ カイセイ 東京都 法政 大学  

225 男子ジュニア 66kg級 F 鏡 隼翔 カガミ ハヤト 東京都 法政 大学  

226 男子ジュニア 74kg級 F 藤田 大貴 フジタ タイキ 東京都 法政 大学  

227 男子ジュニア 84kg級 F 大岩 陵平 オオイワ リョウヘイ 東京都 法政 大学  

228 男子ジュニア 74kg級 G 下地 恵永 シモジ ケイエイ 神奈川県 専修 大学  

229 男子ジュニア 55kg級 G 藤波 諒太郎 フジナミ リョウタロウ 神奈川県 専修 大学  

230 男子ジュニア 60kg級 F 細谷 廉太郎 ホソヤ レンタロウ 神奈川県 専修 大学  

231 男子ジュニア 60kg級 F 喜多 豊和 キタ トヨカズ 神奈川県 専修 大学  

232 男子ジュニア 66kg級 F 中村 剛士 ナカムラ ツヨシ 神奈川県 専修 大学  

233 男子ジュニア 84kg級 F 松雪 泰成 マツユキ タイセイ 神奈川県 専修 大学  

234 男子ジュニア 96kg級 G 吉澤 瑠依 ヨシザワ ルイ 神奈川県 専修 大学  

235 男子ジュニア 55kg級 F 荒木 大貴 アラキ ダイキ 神奈川県 専修 大学  

236 男子ジュニア 55kg級 F 金子 功誠 カネコ コウセイ 神奈川県 専修 大学  

237 男子ジュニア 55kg級 G 岡本 隼人 オカモト ハヤト 神奈川県 専修 大学  

238 男子ジュニア 60kg級 G 群野 海 グンノ カイ 神奈川県 専修 大学  

239 男子ジュニア 60kg級 F 佐々木 虎次郎 ササキ コジロウ 神奈川県 専修 大学  

240 男子ジュニア 66kg級 G 中村 拓磨 ナカムラ タクマ 神奈川県 専修 大学  

241 男子ジュニア 74kg級 G 前田 明都 マエダ ミント 神奈川県 専修 大学  

242 男子ジュニア 84kg級 F 竹内 裕哉 タケウチ ユウヤ 神奈川県 専修 大学  

243 男子ジュニア 120kg級 G 庄司 樹 ショウジ イツキ 神奈川県 専修 大学  

244 男子ジュニア 74kg級 F 佐々木 延彦 ササキ ノブヒコ 神奈川県 明治 大学  
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245 男子ジュニア 84kg級 F 深谷 允哉 フカヤ マサヤ 神奈川県 明治 大学  

246 男子ジュニア 96kg級 G 二ノ宮 寛斗 ニノミヤ ヒロト 神奈川県 明治 大学  

247 男子ジュニア 55kg級 F 由良 英二 ユラ エイジ 神奈川県 明治 大学  

248 男子ジュニア 66kg級 F 菊池 寛汰 キクチ カンタ 神奈川県 明治 大学  

249 男子ジュニア 55kg級 G 喜多 大地 キタ ダイチ 神奈川県 明治 大学  

250 男子ジュニア 84kg級 F 佐々木 雄大 ササキ ユウダイ 神奈川県 明治 大学

251 男子ジュニア 74kg級 F 金子 泰士 カネコ タイシ 神奈川県 明治 大学  

252 男子ジュニア 96kg級 F 土橋 雄太 ドバシ ユウタ 神奈川県 明治 大学  

253 男子ジュニア 66kg級 F 齋藤 一樹 サイトウ カズキ 神奈川県 明治 大学  

254 男子ジュニア 66kg級 F 杉山 晃平 スギヤマ コウヘイ 神奈川県 明治 大学  

255 男子ジュニア 60kg級 F 松尾 洸希 マツオ コウキ 神奈川県 明治 大学  

256 男子ジュニア 55kg級 F 渡邉 大地 ワタナベ ダイチ 茨城県 日本ウェルネススポーツ 大学  

257 男子ジュニア 96kg級 F 津國 公平 ツノクニ コウヘイ 茨城県 日本ウェルネススポーツ 大学  

258 男子ジュニア 66kg級 F 越智 公平 オチ コウヘイ 大阪府 近畿大学附属 高等学校  

259 男子ジュニア 66kg級 G 向井 克典 ムカイ カツノリ 愛媛県 愛媛県立八幡浜工業 高等学校  

260 男子ジュニア 66kg級 G 菅原 魁一 スガワラ カイチ 愛媛県 愛媛県立八幡浜工業 高等学校  

261 男子ジュニア 55kg級 F 方杭 祥汰 カタクイ ショウタ 大阪府 桃山学院 大学  

262 男子ジュニア 55kg級 G 栗栖 宅麻 クリス タクマ 大阪府 桃山学院 大学  

263 男子ジュニア 60kg級 F 牛垣 祐 ウシガキ タスク 大阪府 桃山学院 大学  

264 男子ジュニア 60kg級 F 上段 裕輝 ウワダン ユウキ 大阪府 桃山学院 大学  

265 男子ジュニア 66kg級 G 早川 希夢 ハヤカワ ノゾム 大阪府 桃山学院 大学  

266 男子ジュニア 66kg級 F 勝野 公章 カツノ マサアキ 大阪府 桃山学院 大学  

267 男子ジュニア 74kg級 F 奥田 修平 オクダ シュウヘイ 大阪府 桃山学院 大学  

268 男子ジュニア 74kg級 G 田端 善柾 タバタ ヨシマサ 大阪府 桃山学院 大学  

269 男子ジュニア 84kg級 F 吉田 凌矢 ヨシダ リョウヤ 大阪府 桃山学院 大学  

270 男子ジュニア 84kg級 G 中村 優学 ナカムラ ガク 大阪府 桃山学院 大学  

271 男子ジュニア 96kg級 F 鈴木 友也 スズキ トモヤ 大阪府 大阪体育 大学  

272 男子ジュニア 55kg級 F 庄司 工 庄司 タクミ 大阪府 大阪体育 大学  

273 男子ジュニア 74kg級 F 嶋江 健太 シマエ ケンタ 福岡県 福岡 大学  

274 男子ジュニア 96kg級 F 森 恵太 モリ ケイタ 福岡県 福岡 大学  

275 男子ジュニア 96kg級 F 執行 優大 シギョウ ユウダイ 福岡県 福岡 大学  

276 男子ジュニア 60kg級 G 前田 啓吾 マエダ ケイゴ 福岡県 福岡 大学  

277 男子ジュニア 66kg級 F 川上 直也 カワカミ ナオヤ 福岡県 福岡 大学  

278 男子ジュニア 66kg級 G 藤井 悠也 フジイ ユウヤ 福岡県 福岡 大学  

279 男子ジュニア 74kg級 G 今村 太陽 イマムラ アサヒ 福岡県 福岡 大学  

280 男子ジュニア 60kg級 F 大植 悠生 オオウエ ユウキ 和歌山県 和歌山北 高等学校  

281 男子ジュニア 96kg級 F 垣内 大征 カキウチ タイセイ 和歌山県 和歌山北 高等学校  

282 男子ジュニア 66kg級 F 齋藤 慶明 サイトウ ヨシアキ 東京都 東洋 大学  

283 男子ジュニア 74kg級 F 米加田 大暉 メカタ タイキ 東京都 東洋 大学  

284 男子ジュニア 66kg級 G 成富 岳志 ナリトミ タケシ 東京都 東洋 大学  

285 男子ジュニア 60kg級 G 原田 侑京 ハラダ ユウキ 東京都 東洋 大学  

286 男子ジュニア 60kg級 G 松岡 耕平 マツオカ コウヘイ 東京都 東洋 大学  

287 男子ジュニア 66kg級 G 海老島 幸斗 エビシマ ユキト 東京都 東洋 大学  

288 男子ジュニア 84kg級 F 川畑 孔明 カワバタ コウメイ 東京都 東洋 大学  

289 男子ジュニア 66kg級 F 三上 康太 ミカミ コウタ 東京都 東洋 大学  

290 男子ジュニア 60kg級 F 宮内 滉平 ミヤウチ コウヘイ 東京都 東洋 大学  

291 男子ジュニア 55kg級 F 岡迫 大誠 オカセコ タイセイ 東京都 東洋 大学  

292 男子ジュニア 74kg級 G 芝元 達也 シバモト タツヤ 東京都 東洋 大学  

293 男子ジュニア 66kg級 G 磯部 巧 イソベ タクミ 東京都 東洋 大学  

294 男子ジュニア 60kg級 G 清水 虹輝 シミズ コウキ 東京都 東洋 大学  

295 男子ジュニア 60kg級 G 黒木 建統 クロキ ケント 東京都 東洋 大学  

296 男子ジュニア 55kg級 G 菅原 幹太 スガハラ カンタ 東京都 東洋 大学  

297 男子ジュニア 96kg級 F 外山 宏太 トヤマ コウタ 東京都 東洋 大学  

298 男子ジュニア 74kg級 F 内山 皓太 ウチヤマ コウタ 東京都 東洋 大学  

299 男子ジュニア 66kg級 F 小関 雄大 コセキ ユウダイ 東京都 東洋 大学  

300 男子ジュニア 66kg級 F 佐藤 大貴 サトウ ヒロタカ 東京都 東洋 大学  

301 男子ジュニア 66kg級 F 永石 奏 ナガイシ ソウ 東京都 東洋 大学  

302 男子ジュニア 66kg級 F 太田 真暉 オオタ マサキ 東京都 東洋 大学  

303 男子ジュニア 120kg級 G 若林 慶悟 ワカバヤシ ケイゴ 東京都 東洋 大学  

304 男子ジュニア 84kg級 G 佐藤 空 サトウ ソラ 東京都 東洋 大学  

305 男子ジュニア 50kg級 F 桜井 龍大 サクライ リュウタ 大分県 日本文理 大学  
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306 男子ジュニア 55kg級 G 大兼 康太 オオカネ コウタ 大分県 日本文理 大学  

307 男子ジュニア 60kg級 F 上林 旭平 ウエバヤシ コウヘイ 大分県 日本文理 大学  

308 男子ジュニア 60kg級 F 田中 稜大 タナカ リョウダイ 大分県 日本文理 大学  

309 男子ジュニア 60kg級 F 松永 龍弥 マツナガ リュウヤ 大分県 日本文理 大学  

310 男子ジュニア 60kg級 F 高橋 大和 タカハシ ヤマト 大分県 日本文理 大学  

311 男子ジュニア 60kg級 F 藤岡 卓真 フジオカ タクマ 大分県 日本文理 大学  

312 男子ジュニア 60kg級 F 山形 航 ヤマガタ コウ 大分県 日本文理 大学  

313 男子ジュニア 60kg級 F 日高 諒 ヒダカ リョウ 大分県 日本文理 大学  

314 男子ジュニア 60kg級 F 後藤 心 ゴトウ ココロ 大分県 日本文理 大学  

315 男子ジュニア 60kg級 F 中西 敦也 ナカニシ アツヤ 大分県 日本文理 大学  

316 男子ジュニア 66kg級 F 伊東 優 イトウ スグル 大分県 日本文理 大学  

317 男子ジュニア 66kg級 F 工藤 隼 クドウ ジュン 大分県 日本文理 大学  

318 男子ジュニア 66kg級 F 寺坂 峻 テラサカ シュン 大分県 日本文理 大学  

319 男子ジュニア 66kg級 G 藤田 穏 フジタ ヤスキ 大分県 日本文理 大学  

320 男子ジュニア 66kg級 G 松井 大将 マツイ ダイチ 大分県 日本文理 大学  

321 男子ジュニア 66kg級 F 宮﨑 裕人 ミヤザキ ユウト 大分県 日本文理 大学  

322 男子ジュニア 66kg級 F 村岡 拓海 ムラオカ タクミ 大分県 日本文理 大学  

323 男子ジュニア 66kg級 G 山﨑 大雅 ヤマサキ タイガ 大分県 日本文理 大学  

324 男子ジュニア 66kg級 F 平井 正浩 ヒライ マサヒロ 大分県 日本文理 大学  

325 男子ジュニア 66kg級 F 阿部 泰知 アベ タイチ 大分県 日本文理 大学  

326 男子ジュニア 66kg級 F 西 海静 ニシ カイセイ 大分県 日本文理 大学  

327 男子ジュニア 66kg級 F 武田 海喜 タケダ カイキ 大分県 日本文理 大学  

328 男子ジュニア 66kg級 G 太田 夏欧 オオタ ナオ 大分県 日本文理 大学  

329 男子ジュニア 74kg級 G 伊東 慧 イトウ サトル 大分県 日本文理 大学  

330 男子ジュニア 74kg級 F 乙名 剛輝 オツナ ゴウキ 大分県 日本文理 大学  

331 男子ジュニア 74kg級 G 藤田 力也 フジタ リキヤ 大分県 日本文理 大学  

332 男子ジュニア 74kg級 F 長﨑 俊太 ナガサキ シュンタ 大分県 日本文理 大学  

333 男子ジュニア 84kg級 G 古田 旭 フルタ アキラ 大分県 日本文理 大学  

334 男子ジュニア 84kg級 F 清水 紘 シミズ コウ 大分県 日本文理 大学  

335 男子ジュニア 84kg級 F 鳥井 皓介 トリイ コウスケ 大分県 日本文理 大学  

336 男子ジュニア 84kg級 F 島 健 シマ タケシ 大分県 日本文理 大学  

337 男子ジュニア 84kg級 F 藤江 直都 フジエ ナオト 大分県 日本文理 大学  

338 男子ジュニア 96kg級 G 谷本 泰啓 タニモト ヤスヒロ 大分県 日本文理 大学  

339 男子ジュニア 96kg級 F 岩本 眞 イワモト マコト 大分県 日本文理 大学  

340 男子ジュニア 96kg級 F 上野 志信 ウエノ ユキノブ 大分県 日本文理 大学  

341 男子ジュニア 60kg級 G 花光 優斗 ハナミツ ユウト 山口県 徳山 大学

342 男子ジュニア 66kg級 G 堀江 耐志 ホリエ タイシ 山口県 徳山 大学

343 男子ジュニア 84kg級 F 福岡 大知 フクオカ ダイチ 山口県 徳山 大学

344 男子ジュニア 96kg級 G 豊村 裕豊 トヨムラ ヒロト 山口県 徳山 大学

345 男子ジュニア 55kg級 F 小野 弘運 オノ ヒロカズ 山口県 徳山 大学

346 男子ジュニア 60kg級 F 宇野 芳紀 ウノ ヨシノリ 山口県 徳山 大学

347 男子ジュニア 60kg級 F 黒瀬 胤仁 クロセ カズノリ 山口県 徳山 大学

348 男子ジュニア 60kg級 G 善積 築久 ヨシズミ キズク 山口県 徳山 大学

349 男子ジュニア 66kg級 F 長岡 楓 ナガオカ カエデ 山口県 徳山 大学

350 男子ジュニア 84kg級 F 武本 翼 タケモト ツバサ 山口県 徳山 大学

351 男子ジュニア 84kg級 G 寺田 拓斗 テラダ タクト 山口県 徳山 大学

352 男子ジュニア 120kg級 G 井上 樹 イノウエ イツキ 山口県 徳山 大学

353 男子ジュニア 120kg級 F 矢神 雄太郎 ヤガミ ユウタロウ 山口県 徳山 大学

354 男子ジュニア 55kg級 G 小寺 雄大 コテラ ユウタ 奈良県 帝塚山 大学  

355 男子ジュニア 84kg級 G 島田 樹 シマダ タツキ 奈良県 帝塚山 大学  

356 男子ジュニア 84kg級 G 藤井 瀬名 フジイ セナ 奈良県 帝塚山 大学  

357 男子ジュニア 74kg級 F 杉原 政和 スギハラ マサカズ 奈良県 帝塚山 大学  

358 男子ジュニア 120kg級 F 野村 正樹 ノムラ マサキ 奈良県 帝塚山 大学  

359 男子ジュニア 55kg級 F 藤本 龍舞 フジモト トオマ 奈良県 帝塚山 大学  

360 男子ジュニア 66kg級 F 中川 稜河 ナカガワ リョウガ 奈良県 帝塚山 大学  

361 男子ジュニア 74kg級 F 大倉 悠磨 オオクラ ユウマ 奈良県 帝塚山 大学  

362 男子ジュニア 74kg級 F 喜多 佳佑 キタ ケイスケ 奈良県 帝塚山 大学  

363 男子ジュニア 96kg級 F 大西 一平 オオニシ イッペイ 奈良県 帝塚山 大学  

364 男子ジュニア 74kg級 G 辰己 槙人 タツミ マキト 奈良県 帝塚山 大学  

365 男子ジュニア 84kg級 G 芝 知樹 シバ トモキ 東京都 立教 大学  

366 男子ジュニア 96kg級 F 横田 裕大 ヨコタ ユウダイ 東京都 立教 大学  
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367 男子ジュニア 50kg級 F 小林 海斗 コバヤシ カイト 京都府 京都両洋 大学  

368 男子ジュニア 50kg級 G 清水 賢亮 シミズ ケンスケ 北海道 帯広北 高等学校  

369 男子ジュニア 66kg級 F 鶴田 大河 ツルタ タイガ 東京都 国士舘 大学  

370 男子ジュニア 60kg級 F 村上 慎二 ムラカミ シンジ 東京都 国士舘 大学  

371 男子ジュニア 66kg級 F 栗原 大知 クリハラ ダイチ 東京都 国士舘 大学  

372 男子ジュニア 84kg級 F 飯村 友基 イイムラ ユウキ 東京都 国士舘 大学  

373 男子ジュニア 55kg級 G 宮原 潤 ミヤハラ ジュン 東京都 国士舘 大学  

374 男子ジュニア 66kg級 G 佐々木 宏隆 ササキ ヒロタカ 東京都 国士舘 大学  

375 男子ジュニア 66kg級 F 礒川 利音 イソカワ リオン 東京都 国士舘 大学  

376 男子ジュニア 66kg級 F 上野 千紘 ウエノ チヒロ 東京都 国士舘 大学  

377 男子ジュニア 74kg級 F 富田 智也 トミタ トモヤ 東京都 国士舘 大学  

378 男子ジュニア 55kg級 F 寺田 有輝 テラダ ユウキ 東京都 国士舘 大学  

379 男子ジュニア 55kg級 F 榊原 凌我 サカキバラ リョウガ 東京都 国士舘 大学  

380 男子ジュニア 60kg級 G 伊藤 虎太郎 イトウ コタロウ 東京都 国士舘 大学  

381 男子ジュニア 66kg級 F 平野 柊太 ヒラノ シュウタ 東京都 国士舘 大学  

382 男子ジュニア 66kg級 F 原口 伸 ハラグチ シン 東京都 国士舘 大学  

383 男子ジュニア 96kg級 G 高野 智也 タカノ トモヤ 東京都 国士舘 大学  

384 男子ジュニア 66kg級 F 田沼 陣 タヌマ ジン 東京都 国士舘 大学  

385 男子ジュニア 120kg級 G 番地 啓太 バンチ ケイタ 東京都 国士舘 大学  

386 男子ジュニア 74kg級 F 花立 颯爽 ハナタテ ハヤテ 東京都 国士舘 大学  

387 男子ジュニア 84kg級 G 中 樹希也 ナカ ジュキヤ 東京都 国士舘 大学  

388 男子ジュニア 66kg級 F 金子 将大 カネコ ショウト 長崎県 長崎県立島原 高等学校  

389 男子ジュニア 84kg級 F 大津 拓馬 オオツ タクマ 長崎県 長崎県立島原 高等学校  

390 男子ジュニア 120kg級 F 岩城 啓祐 イワキ ケイスケ 東京都 青山学院 大学

391 男子ジュニア 84kg級 F 土屋 正宗 ツチヤ マサムネ 東京都 中央 大学

392 男子ジュニア 60kg級 F 松井 宏司 マツイ コウジ 東京都 中央 大学

393 男子ジュニア 55kg級 F 大谷 夏輝 オオタニ ナツキ 東京都 中央 大学

394 男子ジュニア 60kg級 F 藤田 眞大 フジタ マサヒロ 東京都 中央 大学

395 男子ジュニア 66kg級 F 木谷 柊斗 キヤ シュウト 東京都 中央 大学

396 男子ジュニア 74kg級 F 尾形 颯 オガタ ハヤト 東京都 中央 大学

397 男子ジュニア 74kg級 F 伊藤 拓海 イトウ タクミ 東京都 中央 大学

398 男子ジュニア 84kg級 G 山根 光司 ヤマネ コウジ 東京都 中央 大学

399 男子ジュニア 96kg級 G 赤城 玲央 アカギ レオナ 東京都 中央 大学

400 男子ジュニア 55kg級 G 椎葉 桂己 シイバ ヨシキ 東京都 中央 大学

401 男子ジュニア 60kg級 F 江田 健二郎 エダ ケンジロウ 東京都 中央 大学

402 男子ジュニア 66kg級 F 宮川 哲也 ミヤガワ テツヤ 東京都 中央 大学

403 男子ジュニア 66kg級 F 石田 稔貴 イシダ トシキ 東京都 中央 大学

404 男子ジュニア 74kg級 F 佐藤 佑之介 サトウ ユウノスケ 東京都 中央 大学

405 男子ジュニア 74kg級 F 八木 海里 ヤギ カイリ 東京都 中央 大学

406 男子ジュニア 96kg級 F 井上 諒汰 イノウエ リョウタ 東京都 中央 大学

407 男子ジュニア 96kg級 G 山中 彬 ヤマナカ アキラ 東京都 中央 大学

408 男子ジュニア 55kg級 F 平永 大斗 ヒラナガ ヒロト 滋賀県 立命館 大学

409 男子ジュニア 66kg級 F 小山 征一郎 コヤマ セイイチロウ 滋賀県 立命館 大学

410 男子ジュニア 84kg級 F 浴口 慎吾 エキグチ シンゴ 滋賀県 立命館 大学

411 男子ジュニア 60kg級 F 鳥目 将太 トリメ ショウタ 滋賀県 立命館 大学

412 男子ジュニア 66kg級 F 山口 嵩史 ヤマグチ タカシ 滋賀県 立命館 大学

413 男子ジュニア 66kg級 F 大下 玲音 オオシタ レイノ 滋賀県 立命館 大学

414 男子ジュニア 74kg級 F 久場 利政 クバ トシマサ 滋賀県 立命館 大学

415 男子ジュニア 60kg級 G 大前 慶太 オオマエ ケイタ 京都府 同志社 大学

416 男子ジュニア 66kg級 G 岩本 巧 イワモト タクミ 京都府 同志社 大学

417 男子ジュニア 84kg級 G 池本 泰斗 イケモト タイト 京都府 同志社 大学

418 男子ジュニア 96kg級 F 武田 大貴 タケダ ダイキ 京都府 同志社 大学

419 男子ジュニア 120kg級 F 寳諸 将人 ホウショ マサト 京都府 同志社 大学

420 男子ジュニア 74kg級 F 増野 駿 マスノ シュン 京都府 同志社 大学

421 男子ジュニア 74kg級 G 為房 虎太郎 タメフサ コタロウ 京都府 同志社 大学

422 男子ジュニア 60kg級 F 市橋 大翼 イチハシ ダイスケ 京都府 同志社 大学

423 男子ジュニア 120kg級 G 髙橋 三十郎 タカハシ サンジュウロウ 山梨県 山梨県立農林 高等学校  

424 男子ジュニア 66kg級 F 橋本 楽人 ハシモト ガクト 山梨県 山梨県立農林 高等学校  

425 男子ジュニア 84kg級 G 奈須川 良太 ナスカワ リョウタ 神奈川県 磯子工業 高等学校

426 男子ジュニア 84kg級 F 内倉 弘樹 ウチクラ コウキ 兵庫県 関西学院大学 大学

427 男子ジュニア 74kg級 F 片桐 広二郎 カタギリ コウジロウ 兵庫県 関西学院大学 大学
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428 男子ジュニア 66kg級 F 今村 有希 イマムラ ユウキ 兵庫県 関西学院大学 大学

429 男子ジュニア 60kg級 F 弓削 仁 ユゲ ヒトシ 兵庫県 関西学院大学 大学

430 男子ジュニア 55kg級 F 満田 陸 ミツダ リク 兵庫県 関西学院大学 大学

431 男子ジュニア 55kg級 F 諏訪間 翔太郎 スワマ ショウタロウ 東京都 拓殖 大学

432 男子ジュニア 60kg級 F 谷山 拓磨 タニヤマ タクマ 東京都 拓殖 大学

433 男子ジュニア 60kg級 F 武元 優樹 タケモト マサキ 東京都 拓殖 大学

434 男子ジュニア 60kg級 F 清水 蛍汰 シミズ ケイタ 東京都 拓殖 大学

435 男子ジュニア 66kg級 F 志賀 晃次郎 シガ コウジロウ 東京都 拓殖 大学

436 男子ジュニア 74kg級 F 吉田 隆起 ヨシダ リュウキ 東京都 拓殖 大学

437 男子ジュニア 74kg級 F 辻 大成 ツジ タイセイ 東京都 拓殖 大学

438 男子ジュニア 84kg級 F 山田 壮昇 ヤマダ ソウト 東京都 拓殖 大学

439 男子ジュニア 55kg級 G 片桐 大夢 カタギリ ヒロム 東京都 拓殖 大学

440 男子ジュニア 60kg級 G 高森 樹己 タカモリ ジュキ 東京都 拓殖 大学

441 男子ジュニア 66kg級 G 藤島 雄太 フジシマ ユウタ 東京都 拓殖 大学

442 男子ジュニア 66kg級 G 石川 将樹 イシカワ マサキ 東京都 拓殖 大学

443 男子ジュニア 66kg級 G 高橋 大輝 タカハシ ダイキ 東京都 拓殖 大学

444 男子ジュニア 74kg級 G 小林 洸介 コバヤシ コウスケ 東京都 拓殖 大学

445 男子ジュニア 50kg級 F 時田 隆成 トキタ リュウセイ 静岡県 焼津水産 高等学校  

446 男子ジュニア 96kg級 F 山本 壮汰 ヤマモト ソウタ 静岡県 飛龍 高等学校  

447 男子ジュニア 55kg級 F 中川 康二 ナカガワ コウジ 埼玉県 大東文化 大学

448 男子ジュニア 60kg級 F 齋藤 光希 サイトウ コウキ 埼玉県 大東文化 大学

449 男子ジュニア 60kg級 F 岡田 航輝 オカダ コウキ 埼玉県 大東文化 大学

450 男子ジュニア 66kg級 F 安藤 武尊 アンドウ ホタカ 埼玉県 大東文化 大学

451 男子ジュニア 84kg級 F 椎名 大輔 シイナ ダイスケ 埼玉県 大東文化 大学

452 男子ジュニア 60kg級 G 橋本 魁斗 ハシモト カイト 埼玉県 大東文化 大学

453 男子ジュニア 74kg級 G 一郷 雄徳 イチゴウ ユウトク 埼玉県 大東文化 大学

454 男子ジュニア 60kg級 F 吉柴 豪洋 ヨシバ タケヒロ 埼玉県 大東文化 大学

455 男子ジュニア 74kg級 F 塩澤 拓馬 シオサワ タクマ 埼玉県 大東文化 大学

456 男子ジュニア 55kg級 G 杉木 遥人 スギキ ヨウト 埼玉県 大東文化 大学

457 男子ジュニア 60kg級 G 島谷 東志 シマヤ ハルシ 埼玉県 大東文化 大学

458 男子ジュニア 74kg級 G 七尾 龍人 ナナオ リュウト 埼玉県 大東文化 大学


