
出場選手一覧

５７㎏級 藤田雄大 （青山学院大）

５７㎏級 庄司  　工 （大体大）

５７㎏級 斉藤浩司 （神奈川大）

５７㎏級 下田龍晴 （九州共立大）

５７㎏級 堀井健資 （近大）

５７㎏級 大城一晟 （国士舘大）

５７㎏級 柏田直紀 （専大）

５７㎏級 伊波康太 （大東大）

５７㎏級 諏訪間翔太郎 （拓大）

５７㎏級 藤堂修人 （中大）

５７㎏級 野上泰士 （中京学院大）

５７㎏級 藤本龍舞 （帝塚山大）

５７㎏級 門田　    理 （天理大）

５７㎏級 矢野    　誠 （東海大）

５７㎏級 辰己藤磨 （同志社大）

５７㎏級 岡迫大誠 （東洋大）

５７㎏級 槇本大輔 （徳山大）

５７㎏級 長谷川 敏裕 （日体大）

５７㎏級 福里　    光 （日本文理大）

５７㎏級 鹿子嶋功 （日大）

５７㎏級 田代拓海 （福岡大）

５７㎏級 石谷公希 （法大）

５７㎏級 松尾洸希 （明大）

５７㎏級 方杭祥汰 （桃山学院大）

５７㎏級 小栁和也 （山梨学院大）

５７㎏級 鳥目翔太 （立命館大）

５７㎏級 伊藤　   奨 （早大）
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６１㎏級 成國大志 （青山学院大）

６１㎏級 安齋隼人 （神奈川大）

６１㎏級 加藤優輝 （関大）

６１㎏級 天河智人 （関学大）

６１㎏級 辰島優輝 （九州共立大）

６１㎏級 東本拓真 （近大）

６１㎏級 永田丈治 （国士舘大）

６１㎏級 佐々木虎次郎 （専大）

６１㎏級 新井拓己 （大東大）

６１㎏級 谷山拓磨 （拓大）

６１㎏級 藤田眞大 （中大）

６１㎏級 仁木陽介 （中京学院大）

６１㎏級 小寺雄大 （帝塚山大）

６１㎏級 鬼原　    渓 （東農大）

６１㎏級 市橋大翼 （同志社大）

６１㎏級 宮内滉平 （東洋大）

６１㎏級 平野洋太 （徳山大）

６１㎏級 樋口    黎 （日体大）

６１㎏級 河村悠輔 （日本文理大）

６１㎏級 前田頼夢 （日大）

６１㎏級 篠原洋介 （福岡大）

６１㎏級 齋藤僚太 （法大）

６１㎏級 平嶋礼二 （明大）

６１㎏級 勝野公章 （桃山学院大）

６１㎏級 乙黒拓斗 （山梨学院大）

６１㎏級 根本     怜 （立命館大）

６１㎏級 吉村　拓海 （早大）
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６５㎏級 竹之内　 岳 （青山学院大）

６５㎏級 中尾悠人 （大体大）

６５㎏級 山内　   壮 （神奈川大）

６５㎏級 竹本壮志 （関大）

６５㎏級 田口大輔 （九州共立大）

６５㎏級 鳥羽博世 （近大）

６５㎏級 葛西飛駿 （国士舘大）

６５㎏級 中村剛士 （専大）

６５㎏級 安藤武尊 （大東大）

６５㎏級 清水洸希 （拓大）

６５㎏級 曽根川侑 （中大）

６５㎏級 山本隼平 （中京学院大）

６５㎏級 中川稜河 （帝塚山大）

６５㎏級 泊　    清孝 （天理大）

６５㎏級 植野海星　 （東海大）

６５㎏級 小松清朗 （東農大）

６５㎏級 萩本　    龍 （同志社大）

６５㎏級 成富岳志 （東洋大）

６５㎏級 木佐貫  斎貴 （徳山大）

６５㎏級 瀬野春貴 （日体大）

６５㎏級 鐘ヶ江祐耶 （日本文理大）

６５㎏級 逆井琉偉 （日大）

６５㎏級 川上直也 （福岡大）

６５㎏級 鏡　    隼翔 （法大）

６５㎏級 仲田     滉 （明大）

６５㎏級 太田優介 （桃山学院大）

６５㎏級 乙黒圭祐 （山梨学院大）

６５㎏級 大下玲音 （立命館大）

６５㎏級 米澤　    圭 （早大）
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７０㎏級 掛川修平 （青山学院大）

７０㎏級 北條　良真 （神奈川大）

７０㎏級 堂本大介 （関学大）

７０㎏級 山本雅也 （九州共立大）

７０㎏級 寺田翔樹 （近大）

７０㎏級 伊藤真也 （国士舘大）

７０㎏級 中村優太 （専大）

７０㎏級 松橋拓己 （大東大）

７０㎏級 坂本侑士 （拓大）

７０㎏級 尾形    颯 （中大）

７０㎏級 澤田勇希 （中京学院大）

７０㎏級 喜多佳佑 （帝塚山大）

７０㎏級 舛田裕城 （天理大）

７０㎏級 平井大義 （同志社大）

７０㎏級 永井文彦 （東大）

７０㎏級 川瀬祥史 （東洋大）

７０㎏級 宇野芳紀 （徳山大）

７０㎏級 井筒     諒 （日体大）

７０㎏級 西　    海静 （日本文理大）

７０㎏級 赤荻蘭丸 （日大）

７０㎏級 玉岡拓海 （福岡大）

７０㎏級 藤田大貴 （法大）

７０㎏級 曽根川樹 （明大）

７０㎏級 早川希夢 （桃山学院大）

７０㎏級 木下貴輪 （山梨学院大）

７０㎏級 古澤宏野 （立命館大）

７０㎏級 梅林太郎 （早大）
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７４㎏級 三木雄平 （青山学院大）

７４㎏級 末本隼哉 （神奈川大）

７４㎏級 松下直樹 （関大）

７４㎏級 茶圓    要 （関学大）

７４㎏級 續　  裕介 （九州共立大）

７４㎏級 小野德士 （近大）

７４㎏級 奥井眞生 （国士舘大）

７４㎏級 松尾侑亮 （専大）

７４㎏級 藤松卓矢 （大東大）

７４㎏級 吉田隆起 （拓大）

７４㎏級 時田直人 （中大）

７４㎏級 河部直樹 （中京学院大）

７４㎏級 杉原政和 （帝塚山大）

７４㎏級 山岡    　暉 （天理大）

７４㎏級 斎藤英資 （東海大）

７４㎏級 為房　虎太郎 （同志社大）

７４㎏級 川畑孔明 （東洋大）

７４㎏級 髙石     昌 （徳山大）

７４㎏級 阿部侑太 （日体大）

７４㎏級 乙名剛輝 （日本文理大）

７４㎏級 本間賢志 （日大）

７４㎏級 中山滉平 （八戸工大）

７４㎏級 後藤泰風 （福岡大）

７４㎏級 竹沢登喜 （法大）

７４㎏級 奥田海人 （明大）

７４㎏級 奥田修平 （桃山学院大）

７４㎏級 藤波勇飛 （山梨学院大）

７４㎏級 宮川賢志 （立大）

７４㎏級 安江     巧 （立命館大）

７４㎏級 伊藤　   駿 （早大）
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８６㎏級 藤井達哉 （青山学院大）

８６㎏級 木戸遥樹 （大体大）

８６㎏級 柴田健吾 （神奈川大）

８６㎏級 脇田俊之 （関大）

８６㎏級 山﨑翔馬 （九州共立大）

８６㎏級 眞柴翔平 （近大）

８６㎏級 内藤由良 （国士舘大）

８６㎏級 松雪泰成 （専大）

８６㎏級 丹野    匠 （大東大）

８６㎏級 浅井翼 （拓大）

８６㎏級 福岡達博 （中大）

８６㎏級 平才巧晃 （中京学院大）

８６㎏級 島田　   樹 （帝塚山大）

８６㎏級 濱本大徳 （天理大）

８６㎏級 増野　    駿 （同志社大）

８６㎏級 内山皓太 （東洋大）

８６㎏級 福岡大知 （徳山大）

８６㎏級 塩川貫太 （日体大）

８６㎏級 加藤一人 （日本文理大）

８６㎏級 白井勝太 （日大）

８６㎏級 関口     巡 （福岡大）

８６㎏級 大岩陵平 （法大）

８６㎏級 永井基生 （明大）

８６㎏級 村田尚彌 （桃山学院大）

８６㎏級 横山　凛太朗 （山梨学院大）

８６㎏級 芝     知樹 （立大）

８６㎏級 浴口慎吾 （立命館大）

８６㎏級 山﨑　弥十朗 （早大）
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９７㎏級 岩城啓祐 （青山学院大）

９７㎏級 鈴木友也 （大体大）

９７㎏級 藤田祐輔 （神奈川大）

９７㎏級 田中颯人 （関大）

９７㎏級 江口　浩太朗 （九州共立大）

９７㎏級 久保遼馬 （近大）

９７㎏級 加藤耀汰 （国士舘大）

９７㎏級 恒石昌輝 （専大）

９７㎏級 岩田直之 （大東大）

９７㎏級 園田    平 （拓大）

９７㎏級 鈴木敬喜 （中大）

９７㎏級 宮原尚之 （中京学院大）

９７㎏級 竹内亮亘 （帝塚山大）

９７㎏級 西田清真 （天理大）

９７㎏級 越智航平 （東海大）

９７㎏級 池本泰斗 （同志社大）

９７㎏級 外山宏太 （東洋大）

９７㎏級 寺田拓斗 （徳山大）

９７㎏級 錦戸祐也 （日体大）

９７㎏級 石黒峻士 （日大）

９７㎏級 執行優大 （福岡大）

９７㎏級 森合悠我 （法大）

９７㎏級 二ノ宮 寛斗 （明大）

９７㎏級 吉田凌矢 （桃山学院大）

９７㎏級 アルメンタイ バグダウレット （山梨学院大）

９７㎏級 横田雄大 （立大）

９７㎏級 今井彰大 （立命館大）

９７㎏級 斎藤隼佑 （早大）
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１２５㎏級 山田幸仁 （神奈川大）

１２５㎏級 饒波正眞 （九州共立大）

１２５㎏級 津山丈証 （近大）

１２５㎏級 伊藤    昌 （国士舘大）

１２５㎏級 石井良祐 （専大）

１２５㎏級 宮原将裕 （大東大）

１２５㎏級 山本泰輝 （拓大）

１２５㎏級 赤城玲央 （中大）

１２５㎏級 藤田悠矢 （中京学院大）

１２５㎏級 寳諸将人 （同志社大）

１２５㎏級 中村隆太 （東洋大）

１２５㎏級 山口直人 （徳山大）

１２５㎏級 奈良勇太 （日体大）

１２５㎏級 魚見友浩 （日本文理大）

１２５㎏級 山本泰丈 （日大）

１２５㎏級 倉中孔大 （福岡大）

１２５㎏級 米川優人 （明大）

１２５㎏級 田端　善柾 （桃山学院大）

１２５㎏級 貝塚賢史 （山梨学院大）

１２５㎏級 松本直毅 （早大）


