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試 合 場 別 対 戦 表 
（予選リーグ戦・決勝リーグ戦） 

第１試合場対戦表 

 
№ 階級 氏名 （白） 都道府県 勝 負 氏名 （青） 都道府県 

1 男子６０㎏級 平井 孝明 熊本県   安藤 大輔 宮城県 

2 男子６０㎏級 牛島 隆宏 福岡県   藤田 俊 東京都 

3 男子６０㎏級 加藤 大雅 北海道   松前 雅義 福島県 

4 男子６０㎏級 小山田 亮太 東京都   髙浦 功嗣 大阪府 

5 男子９０㎏級 廣瀬 悠 愛媛県   菊地 裕三 神奈川県 

6 男子９０㎏級 松本 友和 岡山県   木本 宏幸 東京都 

7 男子１００㎏級 松本 義和 大阪府   林 芳映  福島県 

8 男子１００㎏級 内山 輝将 東京都   石川 信介 東京都 

9 男子６０㎏級 部山 孝一 大阪府   加藤 大雅 北海道 

10 男子６０㎏級 平井 孝明 熊本県   牛島 隆宏 福岡県 

11 男子６０㎏級 安藤 大輔 宮城県   藤田 俊 東京都 

12 男子６０㎏級 松前 雅義 福島県   小山田 亮太 東京都 

13 男子６０㎏級 髙浦 功嗣 大阪府   部山 孝一 大阪府 

14 男子９０㎏級 廣瀬 悠 愛媛県   松本 友和 岡山県 

15 男子９０㎏級 菊地 裕三 神奈川県   木本 宏幸 東京都 

16 男子１００㎏級 松本 義和 大阪府   内山 輝将 東京都 

17 男子１００㎏級 林 芳映  福島県   石川 信介 東京都 

18 男子６０㎏級 加藤 大雅 北海道   小山田 亮太 東京都 

19 男子６０㎏級 松前 雅義 福島県   髙浦 功嗣 大阪府 

20 男子６０㎏級 平井 孝明 熊本県   藤田 俊 東京都 

21 男子６０㎏級 安藤 大輔 宮城県   牛島 隆宏 福岡県 

22 男子６０㎏級 小山田 亮太 東京都   部山 孝一 大阪府 

23 男子９０㎏級 廣瀬 悠 愛媛県   木本 宏幸 東京都 

24 男子９０㎏級 菊地 裕三 神奈川県   松本 友和 岡山県 

25 男子６０㎏級 加藤 大雅 北海道   髙浦 功嗣 大阪府 

26 男子６０㎏級 松前 雅義 福島県   部山 孝一 大阪府 

27 男子１００㎏級 松本 義和 大阪府   石川 信介 東京都 

28 男子１００㎏級 林 芳映  福島県   内山 輝将 東京都 
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第２試合場対戦表 

 
№ 階級 氏名 （白） 都道府県 勝 負 氏名 （青） 都道府県 

1 男子６６㎏級 藤本 聰 徳島県   廣瀬 誠 愛知県 

2 男子６６㎏級 齊藤 大起 埼玉県   初瀬 勇輔 東京都 

3 男子６６㎏級 瀬戸 勇次郎 福岡県   加藤 克紀 静岡県 

4 男子６６㎏級 熊谷 祐太 宮城県   木村 崇之 三重県 

5 男子７３㎏級 永井 崇匡 東京都   柳川 雅是 静岡県 

6 男子７３㎏級 高橋 秀克 埼玉県   竹本 洋剛 福岡県 

7 男子７３㎏級 石橋 元気 東京都   角田 毅 大阪府 

8 男子８１㎏級 北薗 新光 兵庫県   加藤 裕司 埼玉県 

9 男子１００㎏超級 正木 健人 奈良県   佐藤 和樹 北海道 

10 男子６６㎏級 藤本 聰 徳島県   齊藤 大起 埼玉県 

11 男子６６㎏級 廣瀬 誠 愛知県   初瀬 勇輔 東京都 

12 男子６６㎏級 瀬戸 勇次郎 福岡県   熊谷 祐太 宮城県 

13 男子６６㎏級 加藤 克紀 静岡県   木村 崇之 三重県 

14 男子７３㎏級 米田 幸弘 東京都   永井 崇匡 東京都 

15 男子７３㎏級 高橋 秀克 埼玉県   石橋 元気 東京都 

16 男子７３㎏級 竹本 洋剛 福岡県   角田 毅 大阪府 

17 男子８１㎏級 川上 流葵 福岡県   北薗 新光 兵庫県 

18 男子１００㎏超級 津曲 亮司 大阪府   正木 健人 奈良県 

19 男子６６㎏級 藤本 聰 徳島県   初瀬 勇輔 東京都 

20 男子６６㎏級 廣瀬 誠 愛知県   齊藤 大起 埼玉県 

21 男子６６㎏級 瀬戸 勇次郎 福岡県   木村 崇之 三重県 

22 男子６６㎏級 加藤 克紀 静岡県   熊谷 祐太 宮城県 

23 男子７３㎏級 柳川 雅是 静岡県   米田 幸弘 東京都 

24 男子７３㎏級 高橋 秀克 埼玉県   角田 毅 大阪府 

25 男子７３㎏級 竹本 洋剛 福岡県   石橋 元気 東京都 

26 男子８１㎏級 加藤 裕司 埼玉県   川上 流葵 福岡県 

27 男子１００㎏超級 佐藤 和樹 北海道   津曲 亮司 大阪府 
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第１試合場対戦表 

（午後の部） 

№ 階級 氏名 （白） 都道府県 勝 負 氏名 （青） 都道府県 

 表彰 男子８１Kg級      

 表彰 男子９０Kg級      

 表彰 男子１００Kg級      

 表彰 男子１００Kg超級      

1 女子５７㎏級 廣瀬 順子 愛媛県     

2 女子７０㎏超級 土屋 美奈子 埼玉県     

3 男子シニア 牛窪 多喜男 埼玉県   鷲山 良 静岡県 

4 男子無段 西村 博章 東京都   篠田 明 東京都 

5 男子６０㎏級 第1組 1位    第2組 2位  

6 男子６０㎏級 第2組 1位    第1組 2位  

7 男子６６㎏級 第1組 1位    第2組 2位  

8 男子６６㎏級 第2組 1位    第1組 2位  

9 男子７３㎏級 第1組 1位    第2組 2位  

10 男子７３㎏級 第2組 1位    第1組 2位  

11 女子４８㎏級 半谷 静香 東京都   島田 沙和 兵庫県 

12 女子５２㎏級 石井 亜弧 東京都   藤原 由衣 岐阜県 

 表彰 男子シニア      

 表彰 男子 無段      

 表彰 女子４８Kg級      

 表彰 女子５２Kg級      

13 女子６３㎏級 細田 園子 熊本県   工藤 博子 東京都 

14 女子７０㎏級 小川 和紗 千葉県   西村 淳未 愛知県 

 表彰 女子５７Kg級      

 表彰 女子６３Kg級      

15 男子６０㎏級   決勝戦   

 表彰 女子７０Kg級      

 表彰 女子７０Kg超級      

16 男子６６㎏級   決勝戦   

 表彰 男子６０Kg級      

17 男子７３㎏級   決勝戦   

 表彰 男子６６Kg級      

 表彰 男子７３Kg級      
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