
平成平成平成平成26262626年度全日本学生柔道体重別選手権大会年度全日本学生柔道体重別選手権大会年度全日本学生柔道体重別選手権大会年度全日本学生柔道体重別選手権大会 （（（（男子男子男子男子33333333回回回回 　　　　 女子女子女子女子30303030回回回回））））    男子男子男子男子60kg60kg60kg60kg級級級級

平成平成平成平成26262626年年年年9999月月月月27272727----28282828日日日日

日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

中国四国中国四国中国四国中国四国 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 石飛石飛石飛石飛    凜太郎凜太郎凜太郎凜太郎 1111 25252525 仲埜仲埜仲埜仲埜    逸平逸平逸平逸平 大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 日本大学日本大学日本大学日本大学 田原田原田原田原    大資大資大資大資 2222 26262626 浦田浦田浦田浦田    宏樹宏樹宏樹宏樹 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

関西関西関西関西 大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学 井上井上井上井上    豪豪豪豪 3333 27272727 古川古川古川古川    凌凌凌凌 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 東京東京東京東京

東北東北東北東北 弘前大学弘前大学弘前大学弘前大学 泉泉泉泉    高祥高祥高祥高祥 4444 28282828 坂田坂田坂田坂田    一希一希一希一希 名城大学名城大学名城大学名城大学 東海東海東海東海

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 新戸新戸新戸新戸    翔太翔太翔太翔太 5555 29292929 田沼田沼田沼田沼    拓也拓也拓也拓也 金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学 北信越北信越北信越北信越

東京東京東京東京 専修大学専修大学専修大学専修大学 勝野勝野勝野勝野    智大智大智大智大 6666 30303030 青木青木青木青木    大大大大 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 東京東京東京東京

北海道北海道北海道北海道 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 宮上宮上宮上宮上    和也和也和也和也 7777 31313131 藤澤藤澤藤澤藤澤    征憲征憲征憲征憲 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京

関東関東関東関東 清和大学清和大学清和大学清和大学 政本政本政本政本    紘佑紘佑紘佑紘佑 8888 32323232 舘坂舘坂舘坂舘坂    将矢将矢将矢将矢 弘前大学弘前大学弘前大学弘前大学 東北東北東北東北

東京東京東京東京 東海大学東海大学東海大学東海大学 竹内竹内竹内竹内    文汰文汰文汰文汰 9999 33333333 尾張尾張尾張尾張    功樹功樹功樹功樹 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

東海東海東海東海 名城大学名城大学名城大学名城大学 山田山田山田山田    龍之介龍之介龍之介龍之介 10101010 34343434 関関関関    竜之介竜之介竜之介竜之介 国際武道大学国際武道大学国際武道大学国際武道大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 林林林林    浩平浩平浩平浩平 11111111 35353535 太田太田太田太田    佳希佳希佳希佳希 東海大学東海大学東海大学東海大学 東京東京東京東京

九州九州九州九州 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 上口上口上口上口    徹也徹也徹也徹也 12121212 36363636 奈良奈良奈良奈良    淳平淳平淳平淳平 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 北海道北海道北海道北海道

東北東北東北東北 東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学 丸山丸山丸山丸山    勇輝勇輝勇輝勇輝 13131313 37373737 真田真田真田真田    基生基生基生基生 愛知大学愛知大学愛知大学愛知大学 東海東海東海東海

中国四国中国四国中国四国中国四国 松山大学松山大学松山大学松山大学 菰田菰田菰田菰田    優平優平優平優平 14141414 38383838 河野河野河野河野    亮哉亮哉亮哉亮哉 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 中央大学中央大学中央大学中央大学 秋元秋元秋元秋元    大地大地大地大地 15151515 39393939 中原中原中原中原    諒人諒人諒人諒人 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

関東関東関東関東 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 田中田中田中田中    崇晃崇晃崇晃崇晃 16161616 40404040 藤賀藤賀藤賀藤賀    健司健司健司健司 帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学 東京東京東京東京

北信越北信越北信越北信越 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 浜田浜田浜田浜田    武虎武虎武虎武虎 17171717 41414141 渡邉渡邉渡邉渡邉    剛剛剛剛 清和大学清和大学清和大学清和大学 関東関東関東関東

関西関西関西関西 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 十田十田十田十田    基一基一基一基一 18181818 42424242 齋藤齋藤齋藤齋藤    昂矢昂矢昂矢昂矢 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

九州九州九州九州 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 北村北村北村北村    翔翔翔翔 19191919 43434343 高島高島高島高島    衣生衣生衣生衣生 福井工業大学福井工業大学福井工業大学福井工業大学 北信越北信越北信越北信越

東京東京東京東京 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 満田満田満田満田    和総和総和総和総 20202020 44444444 内田内田内田内田    勝生勝生勝生勝生 中央大学中央大学中央大学中央大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 関西大学関西大学関西大学関西大学 舟見舟見舟見舟見    諒大諒大諒大諒大 21212121 45454545 小林小林小林小林    玄玄玄玄 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

東海東海東海東海 名城大学名城大学名城大学名城大学 黒川黒川黒川黒川    誠司誠司誠司誠司 22222222 46464646 藤本藤本藤本藤本    征晃征晃征晃征晃 専修大学専修大学専修大学専修大学 東京東京東京東京

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 西原西原西原西原    正時正時正時正時 23232323 47474747 大藤大藤大藤大藤    潤也潤也潤也潤也 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 枠谷枠谷枠谷枠谷    逸平逸平逸平逸平 24242424 48484848 岡岡岡岡﨑﨑﨑﨑    雅哉雅哉雅哉雅哉 道都大学道都大学道都大学道都大学 北海道北海道北海道北海道
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北海道北海道北海道北海道 道都大学道都大学道都大学道都大学 廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    誠人誠人誠人誠人 1111 26262626 内村内村内村内村    将大将大将大将大 同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 中央大学中央大学中央大学中央大学 杉下杉下杉下杉下    健健健健 2222 27272727 久間久間久間久間    康寛康寛康寛康寛 帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学 東京東京東京東京

中国四国中国四国中国四国中国四国 広島国際大学広島国際大学広島国際大学広島国際大学 林林林林    佑貴佑貴佑貴佑貴 3333 28282828 保志保志保志保志    亮輔亮輔亮輔亮輔 道都大学道都大学道都大学道都大学 北海道北海道北海道北海道

関東関東関東関東 清和大学清和大学清和大学清和大学 小野小野小野小野    将知将知将知将知 4444 29292929 前川前川前川前川    允人允人允人允人 清和大学清和大学清和大学清和大学 関東関東関東関東

九州九州九州九州 東海大学九州東海大学九州東海大学九州東海大学九州 古野古野古野古野    翔太郎翔太郎翔太郎翔太郎 5555 30303030 高橋高橋高橋高橋    良輔良輔良輔良輔 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

東京東京東京東京 帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学 大木大木大木大木    恭介恭介恭介恭介 6666 31313131 橋口橋口橋口橋口    祐葵祐葵祐葵祐葵 明治大学明治大学明治大学明治大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 東海大学東海大学東海大学東海大学 渡邊渡邊渡邊渡邊    風吹風吹風吹風吹 7777 32323232 塵濱塵濱塵濱塵濱    建吾建吾建吾建吾 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 北信越北信越北信越北信越

関西関西関西関西 天理大学天理大学天理大学天理大学 細川細川細川細川    晋作晋作晋作晋作 8888 33333333 西山西山西山西山    祐貴祐貴祐貴祐貴 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 東京東京東京東京

東海東海東海東海 愛知学院大学愛知学院大学愛知学院大学愛知学院大学 森森森森　　　　    勇人勇人勇人勇人 9999 34343434 木戸木戸木戸木戸    清孝清孝清孝清孝 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 畑中畑中畑中畑中    秀飛秀飛秀飛秀飛 10101010 35353535 鳥居鳥居鳥居鳥居    天翔天翔天翔天翔 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

東北東北東北東北 秋田大学秋田大学秋田大学秋田大学 成田成田成田成田    大佑大佑大佑大佑 11111111 36363636 田中田中田中田中    佑季佑季佑季佑季 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

東京東京東京東京 日本大学日本大学日本大学日本大学 永野永野永野永野    雅人雅人雅人雅人 12121212 37373737 高田高田高田高田    大吾大吾大吾大吾 東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 蛯沢蛯沢蛯沢蛯沢    敏生敏生敏生敏生 13131313 38383838 中田中田中田中田    開開開開 愛知大学愛知大学愛知大学愛知大学 東海東海東海東海

東北東北東北東北 東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学 齋藤齋藤齋藤齋藤    雄河雄河雄河雄河 14141414 39393939 平間平間平間平間    友基友基友基友基 駒澤大学駒澤大学駒澤大学駒澤大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 大野大野大野大野    風暉風暉風暉風暉 15151515 40404040 竹中竹中竹中竹中    悠貴悠貴悠貴悠貴 大阪体育大学大阪体育大学大阪体育大学大阪体育大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 渡邉渡邉渡邉渡邉    恭章恭章恭章恭章 16161616 41414141 坂野坂野坂野坂野    皓基皓基皓基皓基 金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学 北信越北信越北信越北信越

東海東海東海東海 愛知大学愛知大学愛知大学愛知大学 中田中田中田中田    嵐嵐嵐嵐 17171717 42424242 有田有田有田有田    竜之介竜之介竜之介竜之介 国際武道大学国際武道大学国際武道大学国際武道大学 関東関東関東関東

中国四国中国四国中国四国中国四国 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 谷口谷口谷口谷口    喬則喬則喬則喬則 18181818 43434343 中川中川中川中川    直治直治直治直治 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学 吉井吉井吉井吉井    廉廉廉廉 19191919 44444444 西宮西宮西宮西宮    考紀考紀考紀考紀 東海大学九州東海大学九州東海大学九州東海大学九州 九州九州九州九州

東京東京東京東京 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 生田生田生田生田    新新新新 20202020 45454545 平良平良平良平良    将樹将樹将樹将樹 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

北海道北海道北海道北海道 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 岩館岩館岩館岩館    典毅典毅典毅典毅 21212121 46464646 宮上宮上宮上宮上    勇太勇太勇太勇太 帝京大学帝京大学帝京大学帝京大学 東京東京東京東京

九州九州九州九州 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 竪山竪山竪山竪山    将将将将 22222222 47474747 大村大村大村大村    知輝知輝知輝知輝 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 九州九州九州九州

北信越北信越北信越北信越 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 小林小林小林小林    立幸立幸立幸立幸 23232323 48484848 宮内宮内宮内宮内    寿和寿和寿和寿和 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

関東関東関東関東 桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学 川部川部川部川部    寛太寛太寛太寛太 24242424 49494949 横濵横濵横濵横濵    柊三柊三柊三柊三 仙台大学仙台大学仙台大学仙台大学 東北東北東北東北

東京東京東京東京 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 三留三留三留三留    宏之宏之宏之宏之 25252525 50505050 佐佐佐佐々々々々木木木木    貴大貴大貴大貴大 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 東京東京東京東京

51515151 百瀬百瀬百瀬百瀬    健悟健悟健悟健悟 平成国際大学平成国際大学平成国際大学平成国際大学 関東関東関東関東
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東京東京東京東京 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 三浦三浦三浦三浦    健寛健寛健寛健寛 1111 28282828 中村中村中村中村    一那一那一那一那 帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学 東京東京東京東京

関東関東関東関東 関東学園大学関東学園大学関東学園大学関東学園大学 山本山本山本山本    雄介雄介雄介雄介 2222 29292929 竹内竹内竹内竹内    信康信康信康信康 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 関東関東関東関東

北海道北海道北海道北海道 道都大学道都大学道都大学道都大学 滝口滝口滝口滝口    将利将利将利将利 3333 30303030 高広高広高広高広    大輝大輝大輝大輝 道都大学道都大学道都大学道都大学 北海道北海道北海道北海道

関西関西関西関西 滋賀大学滋賀大学滋賀大学滋賀大学 深美深美深美深美    覚覚覚覚 4444 31313131 古市古市古市古市    隼士隼士隼士隼士
東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学

東北東北東北東北

九州九州九州九州 福岡教育大学福岡教育大学福岡教育大学福岡教育大学 西江西江西江西江    一貴一貴一貴一貴 5555 32323232 千葉千葉千葉千葉    大介大介大介大介 法政大学法政大学法政大学法政大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学 山下山下山下山下    雄大雄大雄大雄大 6666 33333333 土井土井土井土井    健史健史健史健史 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

東北東北東北東北 秋田大学秋田大学秋田大学秋田大学 菅原菅原菅原菅原    将也将也将也将也 7777 34343434 永岡永岡永岡永岡    栄大栄大栄大栄大 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

関西関西関西関西 関西大学関西大学関西大学関西大学 松倉松倉松倉松倉    勇人勇人勇人勇人 8888 35353535 佐藤佐藤佐藤佐藤    慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎 桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 日本大学日本大学日本大学日本大学 茅野茅野茅野茅野    圭祐圭祐圭祐圭祐 9999 36363636 三井三井三井三井    大輝大輝大輝大輝 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京

中国四国中国四国中国四国中国四国 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 出田出田出田出田    龍太郎龍太郎龍太郎龍太郎 10101010 37373737 松原松原松原松原    悠悠悠悠 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 九州九州九州九州

東京東京東京東京 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 菅原菅原菅原菅原    将吾将吾将吾将吾 11111111 38383838 平山平山平山平山    慧周慧周慧周慧周 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学 東京東京東京東京

東海東海東海東海 近畿大学高専近畿大学高専近畿大学高専近畿大学高専 前島前島前島前島    圭佑圭佑圭佑圭佑 12121212 39393939
ﾎﾞﾙﾄﾞﾊﾞｰﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾞﾊﾞｰﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾞﾊﾞｰﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾞﾊﾞｰﾀﾙ     ﾊﾞﾔﾝﾄﾞｩｰﾚﾝﾊﾞﾔﾝﾄﾞｩｰﾚﾝﾊﾞﾔﾝﾄﾞｩｰﾚﾝﾊﾞﾔﾝﾄﾞｩｰﾚﾝ

福井工業大学福井工業大学福井工業大学福井工業大学 北信越北信越北信越北信越

関東関東関東関東 桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学 松倉松倉松倉松倉    剛志郎剛志郎剛志郎剛志郎 13131313 40404040 大石大石大石大石    源源源源 大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学大阪産業大学 関西関西関西関西

関西関西関西関西 関西学院大学関西学院大学関西学院大学関西学院大学 塩野塩野塩野塩野    幸平幸平幸平幸平 14141414 41414141 髙口髙口髙口髙口    悠志悠志悠志悠志 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

九州九州九州九州 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 森森森森    雅顕雅顕雅顕雅顕 15151515 42424242 松本松本松本松本    旭旭旭旭 道都大学道都大学道都大学道都大学 北海道北海道北海道北海道

東京東京東京東京 立教大学立教大学立教大学立教大学 佐藤佐藤佐藤佐藤    恵夢恵夢恵夢恵夢 16161616 43434343 尼崎尼崎尼崎尼崎    皆登皆登皆登皆登 同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学 関西関西関西関西

関東関東関東関東 流通経済大学流通経済大学流通経済大学流通経済大学 小浜小浜小浜小浜    恭平恭平恭平恭平 17171717 44444444 佐達佐達佐達佐達    義隆義隆義隆義隆 帝京大学帝京大学帝京大学帝京大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 細木細木細木細木    智樹智樹智樹智樹 18181818 45454545 長野長野長野長野    章太郎章太郎章太郎章太郎 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 北信越北信越北信越北信越

東北東北東北東北 東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学 立原立原立原立原    剛剛剛剛 19191919 46464646 安藝安藝安藝安藝    悠馬悠馬悠馬悠馬 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 東京東京東京東京

北海道北海道北海道北海道 旭川大学旭川大学旭川大学旭川大学 大橋大橋大橋大橋    正力正力正力正力 20202020 47474747 宮山宮山宮山宮山    翔多翔多翔多翔多 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

北信越北信越北信越北信越 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 佐藤佐藤佐藤佐藤    大地大地大地大地 21212121 48484848 梅田梅田梅田梅田    健人健人健人健人 名城大学名城大学名城大学名城大学 東海東海東海東海

東京東京東京東京 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 豊田豊田豊田豊田    純純純純 22222222 49494949 太田太田太田太田    和志和志和志和志 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 関西関西関西関西

関東関東関東関東 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    純平純平純平純平 23232323 50505050 本原本原本原本原    勇人勇人勇人勇人 東海大学東海大学東海大学東海大学 東京東京東京東京

中国四国中国四国中国四国中国四国 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 青山青山青山青山    広広広広 24242424 51515151 石坂石坂石坂石坂    翔平翔平翔平翔平 福岡教育大学福岡教育大学福岡教育大学福岡教育大学 九州九州九州九州

東京東京東京東京 帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学 斉藤斉藤斉藤斉藤    大樹大樹大樹大樹 25252525 52525252 伊藤伊藤伊藤伊藤    一輝一輝一輝一輝 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 東北東北東北東北

関西関西関西関西 同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学 佐野佐野佐野佐野    翔吾翔吾翔吾翔吾 26262626 53535353 木原木原木原木原    啓伸啓伸啓伸啓伸 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 関東関東関東関東

東海東海東海東海 静岡産業大学静岡産業大学静岡産業大学静岡産業大学 吉川吉川吉川吉川    翔太翔太翔太翔太 27272727 54545454 松田松田松田松田    征也征也征也征也 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

55555555 岩渕岩渕岩渕岩渕    侑生侑生侑生侑生 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京
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東京東京東京東京 東海大学東海大学東海大学東海大学 渡邉渡邉渡邉渡邉    勇人勇人勇人勇人 1111 27272727 山本山本山本山本    幸紀幸紀幸紀幸紀 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 関東関東関東関東

北海道北海道北海道北海道 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 澁谷澁谷澁谷澁谷    英太郎英太郎英太郎英太郎 2222 28282828 細谷細谷細谷細谷    京亮京亮京亮京亮 東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 天理大学天理大学天理大学天理大学 北浦北浦北浦北浦    大基大基大基大基 3333 29292929 宮金宮金宮金宮金    昇吾昇吾昇吾昇吾 東海大学九州東海大学九州東海大学九州東海大学九州 九州九州九州九州

九州九州九州九州 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 座波座波座波座波    桔平桔平桔平桔平 4444 30303030 糸井糸井糸井糸井    滉平滉平滉平滉平 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 東京東京東京東京

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 下村下村下村下村    優弥優弥優弥優弥 5555 31313131 栃原栃原栃原栃原    徹宏徹宏徹宏徹宏 関西大学関西大学関西大学関西大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学帝京科学大学 藤本藤本藤本藤本    拓拓拓拓 6666 32323232 藤村藤村藤村藤村    慎慎慎慎 道都大学道都大学道都大学道都大学 北海道北海道北海道北海道

北信越北信越北信越北信越 金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学 道場道場道場道場    真之介真之介真之介真之介 7777 33333333 山本山本山本山本    和佳和佳和佳和佳 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 渕原渕原渕原渕原    槙一槙一槙一槙一 8888 34343434 村上村上村上村上    瑠希也瑠希也瑠希也瑠希也 弘前大学弘前大学弘前大学弘前大学 東北東北東北東北

関東関東関東関東 清和大学清和大学清和大学清和大学 荒木荒木荒木荒木    菖利菖利菖利菖利 9999 35353535 渡部渡部渡部渡部    達也達也達也達也 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 後藤後藤後藤後藤    大夢大夢大夢大夢 10101010 36363636 松井松井松井松井    大樹大樹大樹大樹 島根大学島根大学島根大学島根大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

中国四国中国四国中国四国中国四国 岡山大学岡山大学岡山大学岡山大学 三坂三坂三坂三坂    渉渉渉渉 11111111 37373737 大野大野大野大野    晃弘晃弘晃弘晃弘 拓殖大学拓殖大学拓殖大学拓殖大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 立命館大学立命館大学立命館大学立命館大学 斉藤斉藤斉藤斉藤    輝輝輝輝 12121212 38383838 中田中田中田中田    大貴大貴大貴大貴 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 中上中上中上中上    駿駿駿駿 13131313 39393939 原原原原　　　　    志匠志匠志匠志匠 愛知学院大学愛知学院大学愛知学院大学愛知学院大学 東海東海東海東海

東京東京東京東京 東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学 佐藤佐藤佐藤佐藤    生虎生虎生虎生虎 14141414 40404040 丸山丸山丸山丸山    剛毅剛毅剛毅剛毅 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

関西関西関西関西 関西大学関西大学関西大学関西大学 堤堤堤堤    武文武文武文武文 15151515 41414141 木村木村木村木村    隼輔隼輔隼輔隼輔 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

北信越北信越北信越北信越 新潟大学新潟大学新潟大学新潟大学 高橋高橋高橋高橋    耕平耕平耕平耕平 16161616 42424242 赤迫赤迫赤迫赤迫    弘幸弘幸弘幸弘幸 明治大学明治大学明治大学明治大学 東京東京東京東京

東海東海東海東海 愛知大学愛知大学愛知大学愛知大学 保田保田保田保田    浩生浩生浩生浩生 17171717 43434343 島尻島尻島尻島尻    勇一勇一勇一勇一 清和大学清和大学清和大学清和大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 東海大学東海大学東海大学東海大学 香川香川香川香川    健吾健吾健吾健吾 18181818 44444444 原原原原    啓太啓太啓太啓太 愛知大学愛知大学愛知大学愛知大学 東海東海東海東海

関東関東関東関東 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮    光樹光樹光樹光樹 19191919 45454545 佐藤佐藤佐藤佐藤    正大正大正大正大 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京

九州九州九州九州 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 徳永徳永徳永徳永    一光一光一光一光 20202020 46464646 乙女乙女乙女乙女    慎吾慎吾慎吾慎吾 東亜大学東亜大学東亜大学東亜大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

東京東京東京東京 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 辻辻辻辻    卓也卓也卓也卓也 21212121 47474747 松村松村松村松村    優優優優 関西学院大学関西学院大学関西学院大学関西学院大学 関西関西関西関西

関西関西関西関西 同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学 黒田黒田黒田黒田    賢司賢司賢司賢司 22222222 48484848 村山村山村山村山    辰巳辰巳辰巳辰巳 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 星星星星    光光光光 23232323 49494949 相木相木相木相木    秀斗秀斗秀斗秀斗 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 北海道北海道北海道北海道

東北東北東北東北 東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学 小谷野小谷野小谷野小谷野    祐弥祐弥祐弥祐弥 24242424 50505050 中園中園中園中園    史寛史寛史寛史寛 東海大学東海大学東海大学東海大学 東京東京東京東京

北海道北海道北海道北海道 道都大学道都大学道都大学道都大学 村下村下村下村下    駿一駿一駿一駿一 25252525 51515151 諸橋諸橋諸橋諸橋    佳哉佳哉佳哉佳哉 金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学 北信越北信越北信越北信越

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 八木八木八木八木    拓巳拓巳拓巳拓巳 26262626 52525252 白石白石白石白石    公康公康公康公康 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

53535353 川崎川崎川崎川崎    滉喜滉喜滉喜滉喜 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 東北東北東北東北
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東京東京東京東京 東海大学東海大学東海大学東海大学 長澤長澤長澤長澤    憲大憲大憲大憲大 1111 28282828 地地地地﨑﨑﨑﨑    亮祐亮祐亮祐亮祐 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 東京東京東京東京

東北東北東北東北
東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学東日本国際大学

山田山田山田山田    龍輝龍輝龍輝龍輝 2222 29292929 吉森吉森吉森吉森    健吾健吾健吾健吾 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 九州九州九州九州

関東関東関東関東 国際武道大学国際武道大学国際武道大学国際武道大学 長野長野長野長野    鷹彦鷹彦鷹彦鷹彦 3333 30303030 佐藤佐藤佐藤佐藤    允哉允哉允哉允哉 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 角田角田角田角田    裕祐裕祐裕祐裕祐 4444 31313131 若林若林若林若林    大作大作大作大作 国際武道大学国際武道大学国際武道大学国際武道大学 関東関東関東関東

北信越北信越北信越北信越 金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学 中山中山中山中山    直哉直哉直哉直哉 5555 32323232 鴇田鴇田鴇田鴇田    健介健介健介健介 大正大学大正大学大正大学大正大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 天理大学天理大学天理大学天理大学 具志堅具志堅具志堅具志堅    一弘一弘一弘一弘 6666 33333333 伊藤伊藤伊藤伊藤    光明光明光明光明 皇學館大学皇學館大学皇學館大学皇學館大学 東海東海東海東海

東京東京東京東京 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 大堀大堀大堀大堀    直也直也直也直也 7777 34343434 岩堀岩堀岩堀岩堀    睦宗睦宗睦宗睦宗 福井工業大学福井工業大学福井工業大学福井工業大学 北信越北信越北信越北信越

九州九州九州九州 東海大学九州東海大学九州東海大学九州東海大学九州 甲斐甲斐甲斐甲斐    滉平滉平滉平滉平 8888 35353535 又場又場又場又場    郁哉郁哉郁哉郁哉 関西大学関西大学関西大学関西大学 関西関西関西関西

関東関東関東関東 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 長倉長倉長倉長倉    友樹友樹友樹友樹 9999 36363636 五味五味五味五味    江貴江貴江貴江貴 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 東京東京東京東京

北海道北海道北海道北海道 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 駒澤駒澤駒澤駒澤    拓真拓真拓真拓真 10101010 37373737 近藤近藤近藤近藤    優介優介優介優介 秋田大学秋田大学秋田大学秋田大学 東北東北東北東北

中国四国中国四国中国四国中国四国 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 坂口坂口坂口坂口    卓郎卓郎卓郎卓郎 11111111 38383838 好永好永好永好永    大輝大輝大輝大輝 松山大学松山大学松山大学松山大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

関西関西関西関西 関西学院大学関西学院大学関西学院大学関西学院大学 龍田龍田龍田龍田    匡史匡史匡史匡史 12121212 39393939 村田村田村田村田    佳紀佳紀佳紀佳紀 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学 山城山城山城山城    太志太志太志太志 13131313 40404040 前田前田前田前田    宗哉宗哉宗哉宗哉 東海大学東海大学東海大学東海大学 東京東京東京東京

中国四国中国四国中国四国中国四国 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 梶田梶田梶田梶田    俊樹俊樹俊樹俊樹 14141414 41414141 横田横田横田横田    雄斗雄斗雄斗雄斗 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京

東北東北東北東北 仙台大学仙台大学仙台大学仙台大学 畠中畠中畠中畠中    唯穂莉唯穂莉唯穂莉唯穂莉 15151515 42424242 綾部綾部綾部綾部    康平康平康平康平 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

東京東京東京東京 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学 冨岡冨岡冨岡冨岡    新新新新 16161616 43434343 小林小林小林小林    悠輔悠輔悠輔悠輔 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 中川中川中川中川    凱貴凱貴凱貴凱貴 17171717 44444444 井上井上井上井上    昂亮昂亮昂亮昂亮 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 高原高原高原高原    大河大河大河大河 18181818 45454545 村上村上村上村上    亮亮亮亮 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

北海道北海道北海道北海道 道都大学道都大学道都大学道都大学 菊池菊池菊池菊池    竜也竜也竜也竜也 19191919 46464646 平田平田平田平田    翔翔翔翔 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 北信越北信越北信越北信越

九州九州九州九州 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 澤澤澤澤    建志郎建志郎建志郎建志郎 20202020 47474747 秋山秋山秋山秋山    龍太郎龍太郎龍太郎龍太郎 名城大学名城大学名城大学名城大学 東海東海東海東海

北信越北信越北信越北信越 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 谷本谷本谷本谷本    晃祐晃祐晃祐晃祐 21212121 48484848 小林小林小林小林    大介大介大介大介 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 日本大学日本大学日本大学日本大学 杉田杉田杉田杉田    龍文龍文龍文龍文 22222222 49494949 吉田吉田吉田吉田    潤樹潤樹潤樹潤樹 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 東北東北東北東北

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 三浦三浦三浦三浦    圭偉圭偉圭偉圭偉 23232323 50505050 今成今成今成今成    裕之裕之裕之裕之 北海道大学北海道大学北海道大学北海道大学 北海道北海道北海道北海道

東海東海東海東海 皇學館大学皇學館大学皇學館大学皇學館大学 大木大木大木大木    雅人雅人雅人雅人 24242424 51515151 荒巻荒巻荒巻荒巻    隆太朗隆太朗隆太朗隆太朗 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

東京東京東京東京 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 齋藤齋藤齋藤齋藤    光星光星光星光星 25252525 52525252 向向向向    翔一朗翔一朗翔一朗翔一朗 日本大学日本大学日本大学日本大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 天理大学天理大学天理大学天理大学 北林北林北林北林    宝宝宝宝 26262626 53535353 大町大町大町大町    隆雄隆雄隆雄隆雄 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 法政大学法政大学法政大学法政大学 後藤後藤後藤後藤    将志将志将志将志 27272727 54545454 重松重松重松重松    賢太郎賢太郎賢太郎賢太郎 明治大学明治大学明治大学明治大学 東京東京東京東京
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東京東京東京東京 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 浅沼浅沼浅沼浅沼    拓海拓海拓海拓海 1111 25252525 石内石内石内石内    裕貴裕貴裕貴裕貴 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

関東関東関東関東 流通経済大学流通経済大学流通経済大学流通経済大学 齋藤齋藤齋藤齋藤    弘樹弘樹弘樹弘樹 2222 26262626 瀧田瀧田瀧田瀧田    真太郎真太郎真太郎真太郎 道都大学道都大学道都大学道都大学 北海道北海道北海道北海道

北海道北海道北海道北海道 道都大学道都大学道都大学道都大学 中村中村中村中村    竜平竜平竜平竜平 3333 27272727 安田安田安田安田    圭吾圭吾圭吾圭吾 明治大学明治大学明治大学明治大学 東京東京東京東京

関西関西関西関西 龍谷大学龍谷大学龍谷大学龍谷大学 北山北山北山北山    彰彰彰彰 4444 28282828 田崎田崎田崎田崎    健祐健祐健祐健祐 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京

九州九州九州九州 九州産業大学九州産業大学九州産業大学九州産業大学 東東東東    幸尚幸尚幸尚幸尚 5555 29292929 春日春日春日春日    良太良太良太良太 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 明治大学明治大学明治大学明治大学 三村三村三村三村    暁之暁之暁之暁之 6666 30303030 近藤近藤近藤近藤    大地大地大地大地 秋田大学秋田大学秋田大学秋田大学 東北東北東北東北

中国四国中国四国中国四国中国四国 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 高木高木高木高木    飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥 7777 31313131 久保田久保田久保田久保田    諒一諒一諒一諒一 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 九州九州九州九州

関西関西関西関西 天理大学天理大学天理大学天理大学 清水清水清水清水    将将将将 8888 32323232 奥村奥村奥村奥村    将斗将斗将斗将斗 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 日本大学日本大学日本大学日本大学 下村下村下村下村    柔悟柔悟柔悟柔悟 9999 33333333 後藤後藤後藤後藤    隆太郎隆太郎隆太郎隆太郎 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 東海大学東海大学東海大学東海大学 中野中野中野中野    隼人隼人隼人隼人 10101010 34343434 花尻花尻花尻花尻    嘉貴嘉貴嘉貴嘉貴 名城大学名城大学名城大学名城大学 東海東海東海東海

北信越北信越北信越北信越 福井工業大学福井工業大学福井工業大学福井工業大学 北北北北    将延将延将延将延 11111111 35353535 横田横田横田横田    捷悟捷悟捷悟捷悟 東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学 東京東京東京東京

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 前野前野前野前野    玲音玲音玲音玲音 12121212 36363636 松本松本松本松本    大地大地大地大地 清和大学清和大学清和大学清和大学 関東関東関東関東

関西関西関西関西 関西大学関西大学関西大学関西大学 村井村井村井村井    慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎 13131313 37373737 荒荒荒荒    諒太諒太諒太諒太 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 東北東北東北東北

中国四国中国四国中国四国中国四国 徳山大学徳山大学徳山大学徳山大学 岡元岡元岡元岡元    直也直也直也直也 14141414 38383838 飯田飯田飯田飯田    健伍健伍健伍健伍 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 郡司郡司郡司郡司    拳佑拳佑拳佑拳佑 15151515 39393939 熊田熊田熊田熊田    耕成耕成耕成耕成 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 東京東京東京東京

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 渡辺渡辺渡辺渡辺    大樹大樹大樹大樹 16161616 40404040 塚本塚本塚本塚本    健太郎健太郎健太郎健太郎 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 圓山圓山圓山圓山    泰雄泰雄泰雄泰雄 17171717 41414141 山岡山岡山岡山岡    廉廉廉廉 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 北信越北信越北信越北信越

東北東北東北東北 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 大友大友大友大友    雄太雄太雄太雄太 18181818 42424242 能城能城能城能城    有一有一有一有一 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 北海道北海道北海道北海道

東京東京東京東京 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 橋野橋野橋野橋野    智洋智洋智洋智洋 19191919 43434343 花村花村花村花村    恭介恭介恭介恭介 流通経済大学流通経済大学流通経済大学流通経済大学 関東関東関東関東

関西関西関西関西 天理大学天理大学天理大学天理大学 辻本辻本辻本辻本    拓記拓記拓記拓記 20202020 44444444 大岩大岩大岩大岩    郁弥郁弥郁弥郁弥 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

北信越北信越北信越北信越 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 中村中村中村中村    啓一啓一啓一啓一 21212121 45454545 山本山本山本山本    賢太賢太賢太賢太 愛知学院大学愛知学院大学愛知学院大学愛知学院大学 東海東海東海東海

東海東海東海東海 名城大学名城大学名城大学名城大学 松原松原松原松原    功貴功貴功貴功貴 22222222 46464646 安部安部安部安部    祥央祥央祥央祥央 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

東京東京東京東京 日本大学日本大学日本大学日本大学 制野制野制野制野    孝二郎孝二郎孝二郎孝二郎 23232323 47474747 安達安達安達安達    裕助裕助裕助裕助 日本大学日本大学日本大学日本大学 東京東京東京東京

九州九州九州九州 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 進藤進藤進藤進藤    一馬一馬一馬一馬 24242424 48484848 渡邊渡邊渡邊渡邊    祐太祐太祐太祐太 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 中国四国中国四国中国四国中国四国



平成平成平成平成26262626年度全日本学生柔道体重別選手権大会年度全日本学生柔道体重別選手権大会年度全日本学生柔道体重別選手権大会年度全日本学生柔道体重別選手権大会（（（（ 男子男子男子男子33333333回回回回　　　　 女子女子女子女子30303030回回回回 ））））    男子男子男子男子100kg100kg100kg100kg超級超級超級超級    

平成平成平成平成26262626年年年年9999月月月月27272727----28282828日日日日

日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

東京東京東京東京 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 田中田中田中田中    大貴大貴大貴大貴 1111 24242424 黒岩黒岩黒岩黒岩    貴信貴信貴信貴信 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 関東関東関東関東

関西関西関西関西 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 吉田吉田吉田吉田    幸平幸平幸平幸平 2222 25252525 鈴木鈴木鈴木鈴木    梢太梢太梢太梢太 金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学 北信越北信越北信越北信越

関東関東関東関東 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 鈴木鈴木鈴木鈴木    誉広誉広誉広誉広 3333 26262626 森田森田森田森田    昂太昂太昂太昂太 秋田大学秋田大学秋田大学秋田大学 東北東北東北東北

東海東海東海東海 皇學館大学皇學館大学皇學館大学皇學館大学 栗村栗村栗村栗村    政彦政彦政彦政彦 4444 27272727 村上村上村上村上    拓拓拓拓 国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学 東京東京東京東京

中国四国中国四国中国四国中国四国 岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学岡山商科大学 河合河合河合河合    賢太郎賢太郎賢太郎賢太郎 5555 28282828 黒河内黒河内黒河内黒河内    文也文也文也文也 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学 九州九州九州九州

北信越北信越北信越北信越 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 田中田中田中田中    智也智也智也智也 6666 29292929 山戸山戸山戸山戸    貴史貴史貴史貴史 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 國學院大学國學院大学國學院大学國學院大学 桑崎桑崎桑崎桑崎    涼輔涼輔涼輔涼輔 7777 30303030 熱田熱田熱田熱田    桂也桂也桂也桂也 皇學館大学皇學館大学皇學館大学皇學館大学 東海東海東海東海

関西関西関西関西 同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学 梶谷梶谷梶谷梶谷    昌吾昌吾昌吾昌吾 8888 31313131 佐藤佐藤佐藤佐藤    和哉和哉和哉和哉 日本大学日本大学日本大学日本大学 東京東京東京東京

九州九州九州九州
宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学

弓家弓家弓家弓家    祥樹祥樹祥樹祥樹 9999 32323232 小林小林小林小林    大介大介大介大介 桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学 関東関東関東関東

東京東京東京東京 東海大学東海大学東海大学東海大学 五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    唯大唯大唯大唯大 10101010 33333333 原田原田原田原田    楓太楓太楓太楓太 札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学 北海道北海道北海道北海道

関東関東関東関東 筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学 橋高橋高橋高橋高    海人海人海人海人 11111111 34343434 山崎山崎山崎山崎    海海海海 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学 東京東京東京東京

東海東海東海東海 名古屋商科大学名古屋商科大学名古屋商科大学名古屋商科大学 森下森下森下森下    直裕直裕直裕直裕 12121212 35353535 橋詰橋詰橋詰橋詰    一輝一輝一輝一輝 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 関西関西関西関西

東京東京東京東京 中央大学中央大学中央大学中央大学 松岡松岡松岡松岡    真真真真 13131313 36363636 才木才木才木才木    朝亥寿朝亥寿朝亥寿朝亥寿 北陸大学北陸大学北陸大学北陸大学 北信越北信越北信越北信越

中国四国中国四国中国四国中国四国 広島国際大学広島国際大学広島国際大学広島国際大学 伊与木伊与木伊与木伊与木    翔翔翔翔 14141414 37373737 沖井沖井沖井沖井    悠平悠平悠平悠平 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 東北東北東北東北

北海道北海道北海道北海道 道都大学道都大学道都大学道都大学 大崎大崎大崎大崎    直道直道直道直道 15151515 38383838 田上田上田上田上    創創創創 東京大学東京大学東京大学東京大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 明治大学明治大学明治大学明治大学 上田上田上田上田    轄麻轄麻轄麻轄麻 16161616 39393939 富樫富樫富樫富樫    匠匠匠匠 道都大学道都大学道都大学道都大学 北海道北海道北海道北海道

九州九州九州九州 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 飛松飛松飛松飛松    直樹直樹直樹直樹 17171717 40404040 下野下野下野下野    雄大雄大雄大雄大 愛媛大学愛媛大学愛媛大学愛媛大学 中国四国中国四国中国四国中国四国

東京東京東京東京 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 中島中島中島中島    勇貴勇貴勇貴勇貴 18181818 41414141 蓮池蓮池蓮池蓮池    慎吾慎吾慎吾慎吾 東海大学東海大学東海大学東海大学 東京東京東京東京

北信越北信越北信越北信越 金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学金沢学院大学 福井福井福井福井    悠太悠太悠太悠太 19191919 42424242 鼻崎鼻崎鼻崎鼻崎    悠太悠太悠太悠太 鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学鹿屋体育大学 九州九州九州九州

関西関西関西関西 天理大学天理大学天理大学天理大学 西尾西尾西尾西尾    徹徹徹徹 20202020 43434343 田中田中田中田中    颯颯颯颯 日本大学日本大学日本大学日本大学 東京東京東京東京

東京東京東京東京 日本大学日本大学日本大学日本大学 藤川藤川藤川藤川    和紀和紀和紀和紀 21212121 44444444 藤井藤井藤井藤井    靖剛靖剛靖剛靖剛 山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学山梨学院大学 関東関東関東関東

関東関東関東関東 桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学 深川深川深川深川    雄貴雄貴雄貴雄貴 22222222 45454545 佐藤佐藤佐藤佐藤    和樹和樹和樹和樹 天理大学天理大学天理大学天理大学 関西関西関西関西

東北東北東北東北 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 白鳥白鳥白鳥白鳥    弘樹弘樹弘樹弘樹 23232323 46464646 名垣浦名垣浦名垣浦名垣浦    佑太郎佑太郎佑太郎佑太郎 明治大学明治大学明治大学明治大学 東京東京東京東京

47474747 近藤近藤近藤近藤    孝哉孝哉孝哉孝哉 名城大学名城大学名城大学名城大学 東海東海東海東海


