
平成27年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子34回　女子31回） 男子60kg級

東京 国士舘大学 林浩平 1 25 青木大 日本体育大学 東京

愛知大学 東海

関西 天理大学 五十嵐大介 3 27 北村翔 鹿屋体育大学 九州

北信越 金沢学院大学 田沼拓也 2 26 真田基生

仙台大学 東北

関東 山梨学院大学 梅北亘 5 29 藤本将晃 専修大学 東京

東海 中京大学 寺内大貴 4 28 永田渉

徳山大学 中国四国

九州 福岡大学 山内輝 7 31 岡﨑雅哉 道都大学 北海道

東京 専修大学 勝野智大 6 30 角町貴則

国士舘大学 東京

関東 筑波大学 大島拓海 9 33 箱田圭努 山梨学院大学 関東

東京 東洋大学 平原佑多 8 32 藤澤征憲

金沢学院大学 北信越

関西 大阪体育大学 鈴木悠平 11 35 遠藤泰樹 天理大学 関西

東京 日本体育大学 枠谷逸平 10 34 和久津拓馬

日本大学 東京

東京 拓殖大学 堀澤拓哉 13 37 田中崇晃 筑波大学 関東

北海道 札幌大学 奈良淳平 12 36 上林航平

札幌大学 北海道

関西 大阪経済大学 中川翔太 15 39 内田勝生 中央大学 東京

東北 弘前大学 舘坂将矢 14 38 宮上和也

國學院大学 東京

中国四国 徳山大学 浦田宏樹 17 41 福地翔磨 福岡教育大学 九州

関東 山梨学院大学 西原正時 16 40 満田和総

大阪産業大学 関西

関東 筑波大学 宮川太暉 19 43 老野晃平 東亜大学 中国四国

東京 早稲田大学 古川凌 18 42 仲埜逸平

山梨学院大学 関東

北信越 北陸大学 谷内晴柾 21 45 秋元浩樹 明治大学 東京

東京 東海大学 竹内文汰 20 44 鈴木武蔵

弘前大学 東北

東海 名城大学 田邊航平 23 47 五味佳将 日本体育大学 東京

九州 鹿屋体育大学 齋藤昂矢 22 46 泉高祥

天理大学 関西東京 國學院大学 藤阪泰恒 24 48 中原諒人



平成27年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子34回　女子31回） 男子66kg級 

東京 日本体育大学 西山祐貴 1 27 竪山将 鹿屋体育大学 九州

札幌大学 北海道

中国四国 徳山大学 村上寛幸 3 29 永野雅人 日本大学 東京

関西 大阪体育大学 竹中悠貴 2 28 西野匠

天理大学 関西

東北 東北学院大学 鈴木彰人 5 31 大野提亮 岡山商科大学 中国四国

東京 東海大学 渡邊風吹 4 30 石内翔梧

國學院大学 東京

東京 明治大学 水野隆介 7 33 中田嵐 愛知大学 東海

関東 筑波大学 田川兼三 6 32 中川直治

国士舘大学 東京

関東 流通経済大学 山崎奨太 9 35 門田昇馬 天理大学 関西

東海 中京大学 秋田健太郎 8 34 藤阪太郎

秋田大学 東北

九州 鹿屋体育大学 田中佑季 11 37 高島衣生 福井工業大学 北信越

関西 天理大学 平良将樹 10 36 成田大佑

筑波大学 関東

東京 國學院大学 久家寛己 13 39 鷲崎勇星 帝京科学大学 東京

北海道 道都大学 廣瀬誠人 12 38 末木貴将

九州共立大学 九州

東京 國學院大学 佐藤剛 15 41 寺田健人 近畿大学 関西

九州 福岡大学 大村知輝 14 40 進藤寛生

明治大学 東京

東京 日本体育大学 永松恭 17 43 稲田達哉 皇學館大学 東海

関東 埼玉大学 阿河夢斗 16 42 橋口祐葵

筑波大学 関東

東海 名城大学 高木勇之助 19 45 渡邉恭章 國學院大学 東京

関西 天理大学 丸山城志郎 18 44 長谷川雷

東京学芸大学 東京

九州 鹿屋体育大学 古川大樹 21 47 成田俊 富士大学 東北

東京 国士舘大学 磯田範仁 20 46 丸山照晶

桐蔭横浜大学 関東

北信越 金沢学院大学 元村優 23 49 三留宏之 日本体育大学 東京

北海道 札幌大学 原真冬 22 48 大道祐二郎

北陸大学 北信越

関東 桐蔭横浜大学 高木雄大 25 51 木戸清孝 天理大学 関西

中国四国 岡山商科大学 阿河虹希 24 50 長原諄弥

広島国際大学 中国四国東京 東洋大学 高田大吾 26 52 林佑貴



平成27年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子34回　女子31回） 男子73kg級 

関東 山梨学院大学 宮山翔多 1 29 中村一那 帝京科学大学 東京

龍谷大学 関西

東京 早稲田大学 吉野拓馬 3 31 廣岡裕也 金沢工業大学 北信越

北信越 北陸大学 長野章太郎 2 30 藤本祐也

徳山大学 中国四国

東京 東海大学 高梨優也 5 33 平山慧周 順天堂大学 東京

東北 仙台大学 白田凌平 4 32 船越恭

桐蔭横浜大学 関東

関西 大阪体育大学 横山弘幸 7 35 西江一貴 福岡教育大学 九州

中国四国 徳山大学 松田征也 6 34 松倉剛志郎

東海大学 東京

東京 順天堂大学 渡邉剛志 9 37 大内田智 札幌大学 北海道

関東 筑波大学 伊藤泰 8 36 小野翼

天理大学 関西

九州 九州共立大学 半渡勝也 11 39 菅原将也 秋田大学 東北

北海道 道都大学 松本旭 10 38 伊藤佳洋

日本文理大学 九州

関西 天理大学 松田脩平 13 41 戸室三四郎 國學院大学 東京

東京 国士舘大学 細木智樹 12 40 山木夏樹

筑波大学 関東

関東 筑波大学 五十嵐純平 15 43 水谷海音 大阪商業大学 関西

東海 皇學館大学 長澤透 14 42 竹内信康

福岡大学 九州

北信越 金沢学院大学 室橋一真 17 45 立山宗一郎 明治大学 東京

東京 中央大学 郡司駿 16 44 森雅顕

東海大学 東京

東京 順天堂大学 山下雄大 19 47 鳥羽潤 筑波大学 関東

東海 名城大学 中川将嗣 18 46 村上洋平

愛知大学 東海

関西 近畿大学 中山玲皇 21 49 山崎寿希也 金沢学院大学 北信越

中国四国 徳山大学 伊藤嵐 20 48 梅田雅暉

大阪産業大学 関西

東京 国士舘大学 岩渕侑生 23 51 三上悟 拓殖大学 東京

九州 福岡大学 松原悠 22 50 中野貴朗

東日本国際大学 東北

東京 日本大学 福岡克仁 25 53 高広大輝 道都大学 北海道

関東 桐蔭横浜大学 元嶋一也 24 52 八木隆太

国士舘大学 東京

関西 同志社大学 大田真誠 27 55 大野敬太 高知大学 中国四国

北海道 道都大学 保志亮輔 26 54 三井大輝

桐蔭横浜大学 関東東北 東日本国際大学 古市隼士 28 56 大宮勝伍



平成27年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子34回　女子31回） 男子81kg級 

東京 國學院大学 糸井滉平 1 27 中園史寛 東海大学 東京

山梨学院大学 関東

関東 桐蔭横浜大学 手塚海 3 29 伊折駿 岡山商科大学 中国四国

東京 日本大学 佐々木優太 2 28 中田大貴

弘前大学 東北

東北 東北学院大学 森本誠也 5 31 木村光希 桜美林大学 東京

東京 国士舘大学 釘丸将太 4 30 齋藤恭敍

天理大学 関西

東京 帝京科学大学 山田知輝 7 33 相木飛磨 札幌大学 北海道

関西 天理大学 正木聖悟 6 32 吉田准

東洋大学 東京

九州 福岡大学 祝貴之 9 35 松田拓哉 関西学院大学 関西

関西 同志社大学 榊康之 8 34 佐藤生虎

東海大学九州 九州

東海 愛知大学 原啓太 11 37 幸風邦也 埼玉大学 関東

関東 山梨学院大学 鎌田魁翔 10 36 宮金昇吾

愛知大学 東海

東京 東海大学 小原拳哉 13 39 佐藤正大 国士舘大学 東京

北信越 金沢学院大学 松原誠 12 38 保田造生

日本体育大学 東京

北海道 札幌大学 相木秀斗 15 41 乙女慎吾 東亜大学 中国四国

関東 山梨学院大学 八木拓己 14 40 渕原槙一

桐蔭横浜大学 関東

関西 関西学院大学 新井孝昌 17 43 金山天地 明治大学 東京

東京 東海大学 香川健吾 16 42 竹内刀麻

金沢学院大学 北信越

東京 早稲田大学 中上駿 19 45 北浦大基 天理大学 関西

九州 鹿屋体育大学 盛田勝義 18 44 須田晃人

山梨学院大学 関東

関西 近畿大学 山先一平 21 47 座波吉平 福岡大学 九州

北信越 金沢学院大学 道場真之介 20 46 白石公康

東海大学 東京

東京 慶應義塾大学 辻卓也 23 49 越智崇人 旭川大学 北海道

東京 日本体育大学 村山辰巳 22 48 尾方寿應

順天堂大学 東京

東北 仙台大学 馬場亮河 25 51 渋川大也 近畿大学 関西

東海 皇學館大学 太郎丸裕平 24 50 渡部達也

富士大学 東北中国四国 岡山商科大学 神森拓馬 26 52 松尾淳



平成27年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子34回　女子31回） 男子90kg級

東京 日本体育大学 五味江貴 1 27 澤建志郎 福岡大学 九州

皇學館大学 東海

九州 鹿屋体育大学 関根太三 3 29 古居頌悟 東海大学 東京

東京 中央大学 吉原大智 2 28 大木雅人

東北学院大学 東北

東京 国士舘大学 江畑丈夫 5 31 大堀直也 日本体育大学 東京

関西 近畿大学 松井巧希 4 30 川崎滉喜

筑波大学 関東

関東 山梨学院大学 西山光平 7 33 今成裕之 北海道大学 北海道

関東 国際武道大学 若林大作 6 32 大橋賢人

明治大学 東京

東京 順天堂大学 冨岡新 9 35 内藤竜生 近畿大学 関西

北海道 旭川大学 江上修斗 8 34 鎌田嵩平

徳山大学 中国四国

北信越 新潟大学 米山翔太 11 37 長野鷹彦 国際武道大学 関東

東京 日本大学 岡村直哉 10 36 綾部康平

金沢学院大学 北信越

中国四国 松山大学 好永大輝 13 39 青木雅道 日本大学 東京

関西 天理大学 白川剛章 12 38 小野寺絃

山梨学院大学 関東

東海 愛知大学 田中公彬 15 41 佐藤拳人 富士大学 東北

東京 東洋大学 木下智貴 14 40 三浦圭偉

國學院大学 東京

東京 國學院大学 二見省吾 17 43 高波建吾 同志社大学 関西

中国四国 東亜大学 森大祐 16 42 田村優樹

名城大学 東海

関西 龍谷大学 小川真司 19 45 荒巻隆太朗 鹿屋体育大学 九州

東北 仙台大学 川越至 18 44 山本健太

慶應義塾大学 東京

北海道 道都大学 菊池竜也 21 47 安井司 中央大学 東京

関東 筑波大学 三戸雄生 20 46 角田祐佑

筑波大学 関東

九州 鹿屋体育大学 金本拓巳 23 49 岩堀睦宗 福井工業大学 北信越

東京 明治大学 野々内悠真 22 48 長倉友樹

近畿大学 関西

関西 近畿大学 佐藤允哉 25 51 時本勇治 岡山商科大学 中国四国

東京 日本体育大学 北岡宏樹 24 50 一ノ瀬大暉

日本大学 東京

53 佐藤星 札幌大学 北海道

北信越 金沢学院大学 中山直哉 26 52 向翔一郎



平成27年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子34回　女子31回） 男子100kg級

東京 日本大学 制野孝二郎 1 26 石内裕貴 天理大学 関西

仙台大学 東北

北海道 道都大学 瀧田真太郎 3 28 川田修平 明治大学 東京

関東 筑波大学 シャーフセインシャー 2 27 長堀竜也

筑波大学 関東

東海 愛知学院大学 戌亥政人 5 30 後藤隆太郎 慶應義塾大学 東京

東京 駒澤大学 石神大志 4 29 新添悠司

岡山商科大学 中国四国

東京 東海大学 阪本健介 7 32 圓山泰雄 早稲田大学 東京

関西 天理大学 大岩郁弥 6 31 松村文弥

福岡大学 九州

北信越 金沢工業大学 加藤航太 9 34 髙原大河 近畿大学 関西

関西 同志社大学 山田友基 8 33 斉藤圭祐

国士舘大学 東京

関東 国際武道大学 岩崎駿 11 36 花田健悟 皇學館大学 東海

東京 中央大学 石原隆佑 10 35 吉良儀城

山梨学院大学 関東

関西 関西大学 村井慎太郎 13 38 飯田健伍 山梨学院大学 関東

九州 福岡教育大学 堀田雅大 12 37 前野玲音

金沢工業大学 北信越

関東 筑波大学 小林悠輔 15 40 古田伸悟 天理大学 関西

九州 福岡大学 進藤一馬 14 39 松川信博

国士舘大学 東京

東京 日本大学 佐藤和哉 17 42 安部祥央 鹿屋体育大学 九州

中国四国 岡山商科大学 美濃大将 16 41 塚本健太郎

岡山商科大学 中国四国

北海道 道都大学 大和久悠貴 19 44 中村竜平 道都大学 北海道

東海 名城大学 花尻嘉貴 18 43 渡邊祐太

埼玉大学 関東

関東 山梨学院大学 春日良太 21 46 河端祥也 東海大学 東京

東京 国士舘大学 宮川嘉軌 20 45 中野春輝

名城大学 東海

関西 近畿大学 奥村将人 23 48 近藤大地 秋田大学 東北

北信越 福井工業大学 藤原健太 22 47 松原功貴

日本大学 東京

東北 東北学院大学 荒諒太 25 50 北山彰 龍谷大学 関西

東京 早稲田大学 熊田耕成 24 49 安達裕助



平成27年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子34回　女子31回） 男子100kg超級 

東京 明治大学 上田轄麻 1 23 中島勇貴 日本体育大学 東京

筑波大学 関東

東京 慶應義塾大学 中沢嵩史 3 25 萩原優太 日本大学 東京

北信越 金沢学院大学 植城翔平 2 24 神谷快

天理大学 関西

東海 名城大学 近藤孝哉 5 27 飛松直樹 鹿屋体育大学 九州

中国四国 岡山商科大学 河合賢太郎 4 26 長友幹斉

東日本国際大学 東北

九州 福岡大学 手嶋柾明 7 29 橋高海人 筑波大学 関東

北海道 札幌大学 原田楓太 6 28 絹張雄也

明治大学 東京

関東 筑波大学 黒岩貴信 9 31 村上賢耶 岡山商科大学 中国四国

東京 日本大学 田中颯 8 30 小川雄勢

札幌大学 北海道

関西 天理大学 小山田隼人 11 33 上林山裕馬 東海大学 東京

東北 仙台大学 鈴木源大 10 32 高橋孔雅

福岡大学 九州

関西 近畿大学 吉田幸平 13 35 砂田勇登 国士舘大学 東京

東京 国士舘大学 遠藤翼 12 34 黒河内文也

近畿大学 関西

九州 日本文理大学 長谷川綾一 15 37 根津信太 筑波大学 関東

関東 筑波大学 尾原琢仁 14 36 小柳克摩

道都大学 北海道

東京 東京大学 田上創 17 39 名垣浦佑太郎 明治大学 東京

東京 日本体育大学 平山裕太 16 38 富樫匠

天理大学 関西

関西 同志社大学 梶谷昌吾 19 41 森田昂太 秋田大学 東北

東海 皇學館大学 栗村政彦 18 40 山戸貴史

愛媛大学 中国四国

北信越 北陸大学 才木朝亥寿 21 43 尾崎央達 日本大学 東京

関東 流通経済大学 大田一徹 20 42 下野雄大

名城大学 東海

45 福井悠太 金沢学院大学 北信越

東京 明治大学 田中源大 22 44 植田祐太


