
平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 江種　辰明(警視庁) 平岡　拓晃(筑波大学4年) 高橋　寿正(秋田県警察) 佐々木伸次朗(了徳寺学園)

-66㎏ 須藤　英雄(ダイコロ) 篠崎　悠(了徳寺学園) 内柴　正人(旭化成) 寺居　高志(旭化成)

-73㎏ 高松　正裕(旭化成) 大束　正彦(東海大学3年) 園田　悠二(警視庁) 成田　泰崇(国士舘大学4年)

-81㎏ 河原　正太(京葉ガス) 法兼　真(筑波大学4年) 小野　卓志(了徳寺学園) 吉永　慎也(新日本製鐵)

-90㎏ 斎藤　制剛(旭化成) 矢嵜　雄大(了徳寺学園) 廣川　充志(了徳寺学園) 竹澤　稔裕(了徳寺学園)

-100㎏ 庄司　武男(神奈川県警察) 穴井　隆将(天理大学4年) 山本　宜秀(明治大学2年) 石井　慧(国士舘大学2年)

+100㎏ 棟田　康幸(警視庁) 高井　洋平(旭化成) 高橋　宏明(旭化成) 村上　和幸(綜合警備保障)

-48㎏ 山岸　絵美(三井住友海上火災保険) 中村　美里(渋谷教育学園渋谷高校2年) 北田　佳世(ミキハウス) 小林咲里亜(東海大学1年)

-52㎏ 宝　寿栄(コマツ) 横澤　由貴(三井住友海上火災保険) 岡﨑　綾子(創電社) 垣田　恵利(武庫川女子短期大学1年)

-57㎏ 岩藤　理恵(三井住友海上火災保険) 佐藤　愛子(了徳寺学園) 宮本　樹理(了徳寺学園) 宇髙　菜絵(帝京大学4年)

-63㎏ 谷本　歩実(コマツ) 平井　希(東海大学2年) 徳久　瞳(三井住友海上火災保険) 上野　順恵(三井住友海上火災保険)

-70㎏ 上野　雅恵(三井住友海上火災保険) 岡　明日香(コマツ) 渡邉　美奈(コマツ) 國原　頼子(淑徳大学4年)

-78㎏ 中澤　さえ(綜合警備保障) 堀江　久美子(兵庫県警察) 松﨑みずほ(コマツ) 岡田　紘味(三井住友海上火災保険)

+78㎏ 塚田　真希(綜合警備保障) 立山　真衣(東海大学1年) 杉本　美香(筑波大学4年) 駒木奈緒美(綜合警備保障)

16 第21回皇后盃全日本女子選手権（東京武道館）　 OPEN 塚田　真希(綜合警備保障) 立山　真衣(東海大学1年) 杉本　美香(筑波大学4年) 堀江久美子(兵庫県警察)

29 平成18年全日本選手権（日本武道館） OPEN 石井　慧(国士舘大学2年) 鈴木　桂治(平成管財) 泉　浩(旭化成) 生田　秀和(綜合警備保障)

団体 芦塚柔道場(宮崎県) 春日柔道クラブ(東京都) 帯広柔道少年団(北海道) 明倫館杉﨑道場(千葉県)

5年生 荒巻　泰蔵(千葉県) 佐藤　允哉(広島県) 磯田　範仁(宮崎県) 佐野　慶征(群馬県)

6年生 乾　晃輔(神奈川県) 竹下　恭平(鹿児島県) 横田　雄斗(北海道) 高橋　知希(青森県)

-60㎏ 2位 矢野　大地(嘉穂高校3年)

-66㎏ 優勝 海老沼　匡(世田谷学園高校2年)

-73㎏ 3位 河野　雄司(日本体育大学1年)

-81㎏ 3位 窪田　友樹(筑波大学1年)

-90㎏ 3位 西田　泰悟(山梨学院大学1年)

-100㎏ 優勝 山本　宜秀(明治大学2年)

+100㎏ 2位 白本周太郎(筑波大学1年)

-48㎏ 優勝 小林咲里亜(東海大学1年)

-52㎏ 優勝 川崎　萌(岡豊高校3年)

-57㎏ 5位 柿内沙弥香(岡豊高校2年)

-63㎏ 優勝 渡辺　華奈(渋谷教育学園渋谷高3年)

-70㎏ 優勝 阿部　香菜(東北高校3年)

-78㎏ 2位 小島　佑香(日本大学1年)

+78㎏ 3位 石山　麻弥(帝京大学1年)

アジアジュニア選手権
（韓国・済州島）

第39回全日本選抜体重別
（福岡市民体育館）
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4-5 第26回全国少年大会（講道館）

第29回女子選抜体重別
（横浜文化体育館）
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平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 2位 鈴木 雅典(明治大学2年)

-66㎏ 5位 青木 勇介(日本体育大学1年)

-73㎏ 2位 西岡　和志(明治大学1年)

+100㎏ 3位 谷本　義人(天理大学1年)

-48㎏ 3位 浅見八瑠奈(新田高校3年)

-52㎏ 2位 村口　ゆい(三井住友海上火災保険)

-57㎏ 3位 上田　菜々(山梨学院大学1年)

-63㎏ 優勝 谷口　亜弥(桐蔭学園高校3年)

-70㎏ 優勝 飯田　有香(三井住友海上火災保険)

-78㎏ 優勝 小林　悠佳(淑徳大学1年)

+78㎏ 3位 田知本　愛(小杉高校3年)

男子１部 綜合警備保障 新日本製鐵 旭化成　A 了徳寺学園　B

男子２部 平成管財 ＮＥＸＣＯ 東芝 東レ　滋賀

男子３部 北海道警察 アルゼ アドリア 九州電力

女子１部 三井住友海上火災保険 コマツ セコム

女子２部 了寺学園 日水製薬 ヤックスケアサービス K-Refine

-66㎏ 3位 梅津　敏昭(綜合警備保障)

-73㎏ 優勝 稲澤　真人(ダイコロ)

-81㎏ 3位 河原　正太(京葉ガス)

17-18 都道府県対抗女子（岡山県武道館） 団体 兵庫県 茨城県 大阪府 埼玉県

男子 国士舘大学 東海大学 明治大学 日本大学

女子5人制 山梨学院大学 東海大学 日本大学 淑徳大学

女子3人制 愛知産業大学 埼玉大学 東北福祉大学 愛媛女子短期大学

-60kg 3位 広瀬　誠(愛知県)

-66kg 1回戦敗退 藤本　聰(徳島県)

-73kg 3回戦敗退 石坂　敬(熊本県)

-81kg 3位 加藤　裕司(埼玉県)

-90kg 1回戦敗退 初瀬　勇輔(東京都)

-100kg 2回戦敗退 松本　義和(大阪府)

-63kg 1回戦敗退 山内真由美(静岡県)

+78kg 3位 小松　璃佳(石川県)

男子 国士舘高校(東京都) 桐蔭学園高校(神奈川県) 埼玉・埼玉栄高校(埼玉県) 世田谷学園高校(東京都)

女子 小杉高校(富山県) 三田松聖高校(兵庫県) 敬愛高校(福岡県) 福岡工業大学附属城東高校(福岡県)

30 全国教員大会（秋田･秋田県立武道館） 団体 北海道 兵庫県 秋田県 埼玉県

全日本実業団体対抗
（兵庫県立武道館）

3-4

7

第55回全日本学生･第15回全日本
学生女子優勝大会(日本武道館）

24-25
6

29
視覚障害者世界選手権大会
（フランス）

22-24
金鷲旗高校大会（マリンメッセ福
岡）

14-15
韓国ジュニア国際
（韓国・清州市）

15-16 イラン国際（イラン・テヘラン）
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平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

男子団体 近畿大高専 明石高専 富山高専 岐阜高専

-60㎏ 北村　拓也(長野高専) 杉本　龍亮(和歌山高専) 宮崎　俊司(佐世保高専) 魚谷　拓矢(明石高専)

-73㎏ 塙　　健(福島高専) 濱本　好政(近畿大高専) 山本祐太朗(近畿大高専) 水池　成弘(明石高専)

-90㎏ 堺田　玉輝(有明高専) 田中　秀和(近畿大高専) 永友　文雄(弓削商船高専) 星野　渉(木更津高専)

+90㎏ 細川　聡(八戸高専) 上間　大輔(明石高専) 上村　健太(近畿大高専) 高木　雅也(岐阜高専)

-48㎏ 庄司　智美(宮城高専) 尾崎　直子(明石高専)

-52㎏ 石本　さくら(近畿大高専) 菅井　彩加(宮城高専) 田中三香子(宮城高専) 原　千聡(八戸高専)

-63㎏ 前原　未佳(岐阜高専) 谷口　亜沙美(近畿大高専) 若月　智秋(長岡高専) 内藤みゆき(沼津高専)

+63㎏ 白松　未央(宮城高専) 石川　真理子(岐阜高専)

-60㎏ 優勝 鈴木 雅典(明治大学2年) 2位 矢野　大地(嘉穂高校3年)

-66㎏ 1回戦敗退 青木 勇介(日本体育大学1年)

-73㎏ 優勝 西岡 和志(明治大学1年)

-81㎏ 優勝 垣田 恭兵(近畿大学1年)

-90㎏ 優勝 西田　泰悟(山梨学院大学1年)

-100㎏ 優勝 山本　宜秀(明治大学2年) 2位 小林　大輔(日本大学1年)

+100㎏ 優勝 石井　竜太(東海大学1年) 2位 白本周太郎(筑波大学1年)

団体 神奈川県 東京都　A 兵庫県 大阪府

軽量 行政　秀晃(神奈川・湘南通信) 二家本　達雄(山口・下松工) 堀口　恭右(大阪・長尾谷) 鬼頭　往輝(兵庫・姫路北)

中量 鈴木　修也(宮城・ｸﾗｰｸ記念国際) 遠江　憲二(長野・上田) 高橋　智幸(神奈川・湘南) 丸山　愛児(北海道・青森山田札幌)

重量 小寺　弘明(滋賀・綾羽) 藤本　一輝(愛知・春日井) 松本　輝樹(神奈川・湘南) 赤堀　将登(群馬・太田フレックス)

女子軽量 北本　恵(大阪・今宮工科) 石川　玲(神奈川・市川崎) 堺　さつき(奈良・天理) 森下　典子(奈良・天理)

女子重量 水谷　真規(三重・北星) 川原　弥生(秋田・角館) 吉田　莉那(北海道・有朋) 田籠　美華(福岡・博多青松)

男子団体 桐蔭学園高校(神奈川県) 小杉高校(富山県) 国士舘高校(東京都) 世田谷学園高校(東京都)

女子団体 小杉高校(富山県) 三田松聖高校(兵庫県) 作新学院高校(栃木県) 山形中央高校(山形)

-60㎏ 金子　晃士(熊本・菊池) 黒瀬　遼(神奈川・桐蔭学園) 川端　龍(広島・近大福山) 小倉　武蔵(埼玉・埼玉栄)

-66㎏ 千葉　祐弥(宮城・東北) 石本　克泰(岡山・作陽) 郡司　明(千葉・東海大浦安) 角田　嵯理(青森・青森北)

-73㎏ 中矢　力(愛媛・新田) 八巻　祐(千葉・東海大浦安) 岡村　照美(埼玉・埼玉栄) 肥後　翔大(奈良・添上)

-81㎏ 川瀬　孝司(広島・近大福山) 山邉　雄己(愛媛・新田) 英　剛太郎(神奈川・桐蔭学園) 木村　知寛(佐賀・鳥栖)

-90㎏ 原　崇寛(佐賀・佐賀商業) 杉川　幸平(鳥取・境) 橋本　将大(三重・近大工専) 高木　悠祐(京都・京都学園)

-100㎏ 高木　海帆(神奈川・東海大相模) 新井　優来(埼玉・埼玉栄) 中村　大吾(長崎・瓊浦ウラ) 七戸　龍(沖縄・那覇西)

+100㎏ 赤尾　将吾(山口・高水) 藤本　耕司(福岡・大牟田) 月波　貴(大阪・興國) 渡邉　薫(埼玉・児玉)

-48㎏ 浅香　夕海(東京・藤村女子) 浅見　八瑠奈(愛媛・新田) 藤井あやか(埼玉・埼玉栄) 森本明日美(北海道・札幌山の手)

-52㎏ 瓜生　愛子(東京・帝京) 井ノ上　綾(大阪・東大阪大敬愛) 川崎　萌(高知・岡豊) 尾木　琴美(愛媛・宇和島東)

-57㎏ 柿内　紗弥香(高知・岡豊) 石川　慈(愛知・桜丘) 近藤　薫(長崎・長崎明誠) 坂巻　知春(茨城・土浦日大)

-63㎏ 谷口　亜弥(神奈川・桐蔭学園) 阿部　香菜(宮城・東北) 小茂田　光(広島・広陵) シルヴァ　マリアナ(岡山・岡山学芸館)

-70㎏ 上野　巴恵(北海道・旭川南) 田知本　遥(富山・小杉) 唐鎌　千鶴(東京・帝京) 田渕　たまえ(岐阜・大垣日大)

-78㎏ 生田　茜(栃木・作新学院) 川島　巴瑠菜(北海道・旭川大学) 今村　明美(熊本・鎮西) 池崎　春華(福岡・福岡舞鶴)

+78㎏ 田知本　愛(富山・小杉) 市橋　寿々華(兵庫・三田松聖) 山中　美香(岐阜・瑞浪) 佐伯　友美(大分・杵築)

チェコジュニア国際
（チェコ・ジチン）

8-12 
第55回全国高等学校大会
（大阪府・堺市金岡公園体育館）

6

5-6

8
第37回全国高校定時制通信制大会
（講道館）

5
第41回全国高等専門学校体育大会
（兵庫県・兵庫県立武道館)



平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 優勝 鈴木 雅典(明治大学2年) 5位 矢野　大地(嘉穂高校3年)

-66㎏ 優勝 青木 勇介(日本体育大学1年)

-73㎏ 3位 西岡　和志(明治大学1年)

-81㎏ 優勝 垣田 恭兵(近畿大学1年)

-90㎏ 2位 西田　泰悟(山梨学院大学1年)

-100㎏ 2位 山本　宜秀(明治大学2年) ２回戦敗退、敗復1回敗退 小林　大輔(日本大学1年)

+100㎏ 優勝 石井　竜太(東海大学1年) 3位 白本周太郎(筑波大学1年)

-52㎏ 優勝 村口　ゆい(三井住友海上火災保険) 2位 森本奈々美(広島大学1年)

-57㎏ 2位 藤田　康恵(筑波大学1年) 3位 松本　薫(帝京大学1年)

-63㎏ 2位 小澤　理奈(山梨学院大学2年)

-70㎏ 優勝 飯田　有香(三井住友海上火災保険)

-78㎏ 3位 小野　江那(山梨学院大学1年)

男子団体 大成中学校(愛知県) 田原中学校(福岡県) 上宮中学校(大阪府) 朝日中学校(兵庫県)

女子団体 藍中学校(兵庫県) 北浜東部中学校(静岡県) 淑徳中学校(東京都) 一迫中学校(宮城県)

-55kg 島　達人(大阪・茨田) 志々目　徹(宮崎・庄内) 斉藤　翔(埼玉・埼玉栄) 木原　広樹(熊本・山鹿)

-60kg 高上　智史(福岡・田原) 庄司　史成(静岡・静岡学園) 中村　郁哉(茨城・下館) 松本　裕大(神奈川・六角橋)

-66kg 伊佐次　雄介(東京・国士舘) 西山　雄希(広島・西条) 渡邉　充(富山・小杉) 清田　佳介(石川・高尾台)

-73kg 手嶋　将太郎(福岡・大蔵) 橋本　壮市(神奈川・東海大相模) 石川　純平(広島・西条) 財部　慶顕(滋賀・聖徳)

-81kg 樋口　涼(福岡・田原) 須江　昴太(愛知・大成) 川野　聖人(栃木・白鴎大足利) 渡辺　裕太(富山・小杉)

-90kg 近藤　拓也(福井・三国) 高橋　良介(愛知・大成) 羽賀龍之介(神奈川・六角橋) 小林　巧(東京・弦巻)

+90kg 稲田　基(愛知・大成) 藤井　岳(東京・桐朋) 羽鳥　雄介(栃木・國學院栃木) 野村　幸汰(北海道・札幌北陽)

-44㎏ 田中　千尋(愛媛・桑原) 太田　成美(埼玉・東松山南) 福本　奈緒(兵庫・二見) 向　奈緒美(新潟・白根第一)

-48㎏ 小松　柔(大阪・久米田) 安松　春香(大分・国東) 佐藤　千夏(東京・淑徳) 魚山　莉央(愛媛・津島)

-52㎏ 長壁　榛美(群馬・塚沢) 勝間　愛理(埼玉・川口西) 金子　瑛美(東京・淑徳) 村田夏南子(愛媛・垣生)

-57㎏ 末廣　沙也加(福岡・直方三) 武村　綾華(埼玉・川口戸塚) 藤田真記子(長崎・三重) 佐野賀世子(富山・芳野)

-63㎏ 小山　涼子(新潟・東石山) 河野　愛美(大分・挟間) 坂中　明穂(宮崎・五十市) 木村　輝美(愛媛・津島)

-70㎏ ヌンイラ華蓮(千葉・八木が谷) 渡辺　百合子(愛知・大成) 山村　瑞葉(静岡・北浜東部) 前田奈恵子(青森・五所川原第一)

+70㎏ 佐藤　瑠香(福岡・中間南) 烏帽子　美久(鹿児島・榕城) 高橋奈緒子(福井・福井工大福井) 井坂　希望(千葉・富勢)

男5年-40Kg 磯田　範仁(宮崎・芦塚柔道場) 末木　貴将(広島・廿日市市柔連佐伯支部) 井澤　広大(栃木・野木町柔道ｸﾗﾌﾞ) 小倉　拓実(大分・USA S･J･C)

男5年+40Kg 薮内　慎吾(岡山・福岡道場) 鎌田　大輔(埼玉・三郷少年柔道クラブ) 名垣浦佑太郎(北海道・岩見沢柔道少年団) 藤井　靖剛(富山・津沢柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

男6年-45Kg 佐藤　正大(福岡・香月道場) 大島　優磨(徳島・阿波柔志館) 村上　洋平(愛媛・伊予双葉柔道会) 太田　佳希(愛知・羽田野道場)

男6年+45Kg 山本　幸紀(東京・吉田道場) 宮川　嘉軌(福井・敦賀市柔道ｽﾎﾟ少) 吉良　勝弥(大分・臼杵市柔連少年部) 廣重　雄己(福岡・三潴ｽﾎﾟ少柔道部)

女5年-40Kg 近藤　亜美(愛知・大石道場) 小山　亜利沙(群馬・佐藤道場) 前嶋　愛弓(埼玉・江南学舎) 伊奈　郁乃(静岡・伊豆長岡柔道会)

女5年+40Kg 横田　あかり(兵庫・伊丹土曜柔道教室) 安枝　香奈(大分・USA S.J.C) 芳田　司(京都・円心道場) 堀　歩未(奈良・五條五大館道場)

女6年-45Kg 田代　未来(東京・高尾警察署少年柔道部) 関　花菜子(北海道・直心館苗穂柔道少年団) 松本千奈津(大阪・OPJ柔道ｸﾗﾌﾞ) 石崎　真弥(栃木・野木町柔道ｸﾗﾌﾞ)

女6年+45Kg 長内　香月(富山・さくら柔道塾) 村上　実希(岩手・順道舘岩崎道場) 飯塚　貴恵(島根・出雲柔道教室) 橋本　朱未(秋田・能代弘道館柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

20
第3回全日本小学生学年別柔道大
会（富山県・射水市小杉綜合体育
ｾﾝﾀｰ）

19-22

第37回全国中学校大会
（高知県・南国市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
（高知県・大湊小学校）

12-13
ドイツジュニア国際
（ドイツ・ベルリン)
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平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 小川　武志(了徳寺学園) 亀崎　俊昭(日体大柔友会) 浅野　大輔(自衛隊体育学校) 鈴木　祐介(まるや接骨院)

-66㎏ 鳥居　智男(了徳寺学園) 中野　真太郎(セコム) 大和　大輔(アーバンセキュリティ) 西野　公章(了徳寺学園)

-73㎏ 北川　勝広(アルゼ) 野瀬　英豪(了徳寺学園) 石川　美久(綜合警備保障) 鞭馬　裕輝(了徳寺学園)

-81㎏ 谷口　徹(旭化成) 角地　信太郎(旭化成) 仲田　直樹(セコム) 石橋　剛志(旭化成)

-90㎏ 矢崎　雄大(了徳寺学園) 筒井　友和(セコム) 近藤　秀作(ＮＥＸＣＯ) 正木　一将(日本エースサポート)

-100㎏ 家泉　崇(旭化成) 近野　貞治(綜合警備保障) 大金　良二(ダイコロ) 大川　康隆(綜合警備保障)

+100㎏ 片渕　慎也(日本中央競馬会) 落合　幸治(新日本製鐵・広畑) 松山　毅(旭化成) 大鋸　新(旭化成)

22歳未満 松岡　晃史(十全会・十全病院) 山﨑　真(三菱重工・名古屋) 高橋　慎太郎(日本貨物鉄道) 池上　勇気(三菱重工・名古屋)

-48㎏ 宝　真由美(コマツ) 上原　郁美(大阪凰林医療学院) 枝村　聡子(十全会・回生病院) 山本　聡子(古賀塾)

-52㎏ 吉村　依子(セコム) 岡﨑　綾子(創電社) 望月　加奈子(富士柔道ｸﾗﾌﾞ) 村口　ゆい(三井住友海上火災保険)

-57㎏ 宮本　樹理(了徳寺学園) 坂東　亜沙美(佑啓会ふる里学舎) 吉成　麗子(コマツ) 岩田　千絵(コマツ)

-63㎏ 徳久　瞳(三井住友海上火災保険) 束野　妙利(日水製薬) 吉澤　穂波(セコム) 滝口　並穂(セコム)

-70㎏ 七條　芳美(了徳寺学園) 清水　千晶(三井住友海上火災保険) 今村　磨紀(今村接骨院) 山下　亜希(了徳寺学園)

-78㎏ 平岡　麻美(平成国際大学柔道クラブ) 松﨑　みずほ(コマツ) 長瀬　めぐみ(了徳寺学園) 岡田　紘味（三井住友海上火災保険）

+78㎏ 馬籠　恵子(ほのぼの会) 清水　伊穂理（ﾔｯｸｽｹｱｻｰﾋﾞｽ） 近藤　麻美(大阪凰林医療学院) 長谷川　貴美子(日水製薬)

-60㎏ 優勝 平岡　拓晃(筑波大学4年)

-66㎏ 3位 梅津　敏昭(綜合警備保障)

-73㎏ 優勝 稲澤　真人(ダイコロ)

-81㎏ 5位 法兼　真(筑波大学4年)

-90㎏ 3位 増渕　樹(旭化成)

-100㎏ 優勝 猪又　秀和(セコム上信越)

+100㎏ 3位 生田　秀和(綜合警備保障)

-48㎏ 優勝 福見　友子(筑波大学3年)

-52㎏ 3位 宝　寿栄(コマツ)

-57㎏ 3位 岩藤　理恵(三井住友海上火災保険)

-63㎏ 優勝 平井　希(東海大学2年)

-70㎏ 2位 渡邉　美奈(コマツ)

-78㎏ 優勝 池田ひとみ(埼玉大学3年)

+78㎏ 2位 駒木奈緒美(綜合警備保障)

男子団体 日本 韓国 モンゴル 中国

女子団体 中国 モンゴル 日本 韓国

26-27
全日本実業個人選手権
（尼崎記念公園体育館）

東アジア選手権大会
（モンゴル・ウランバートル）

9-10

8
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平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 坂本　潤二(山梨学院大学1年) 濱崎　大樹(国士舘大学2年) 大森　智(東海大学2年) 山本　浩史(足立学園高校2年)

-66㎏ 青木　勇介(日本体育大学1年) 関根　優一(国士舘大学1年) 馬上　忠頼(平工業高校2年) 森下　純平(鶴来高校1年)

-73㎏ 平井　勝(東海大相模高校3年) 河野　雄司(日本体育大学1年) 中矢　力(新田高校2年) 長島　啓太(白鴎足利高校3年)

-81㎏ 垣田　恭兵(近畿大学1年) 海老　泰博(小杉高校3年) 平尾　譲一(中央大学1年) 英　剛太郎(桐蔭学園高校3年)

-90㎏ 森田　晃弘(桐蔭学園高校3年) 中村　龍平(国士舘大学1年) 沼田　貴廣(日本大学2年) 西田　泰悟(山梨学院大学1年)

-100㎏ 高田　薫識(筑波大学1年) 小林　大輔(日本大学1年) 北見　剛(東海大学2年) 西潟　健太(国士舘大学1年)

+100㎏ 石井　竜太(東海大学1年) 谷本　義人(天理大学1年) 梅野　武文(東海大学2年) 百瀬　優(国士舘高校2年)

-48㎏ 伊部　尚子(筑波大学1年) 小林咲里亜(東海大学1年) 澤田　友里(淑徳高校2年) 浅見八瑠奈(新田高校3年)

-52㎏ 斉藤　美貴(淑徳高校2年) 戸倉理沙子(帝京大学1年) 加賀谷千保(藤枝順心高校1年) 川崎　萌(岡豊高校3年)

-57㎏ 松本　薫(帝京大学1年) 藤田　康恵(筑波大学1年) 大友真貴子(埼玉栄高校2年) 牧　志津香(大阪工業大学高校2年)

-63㎏ 小澤　理奈(山梨学院大学2年) 太田　琴乃(帝京大学1年) 渡辺　華奈(渋谷教育学園渋谷高校3年) 橋本　靖子(帝京大学1年)

-70㎏ 上野　巴恵(旭川南高校2年) 飯田　有香(三井住友海上火災保険) 田知本　遥(小杉高校1年) 田渕たまえ(大垣日大高校2年)

-78㎏ 小林　悠佳(淑徳大学1年) 石走　渚(淑徳大学1年) 岡村　智美(清水ヶ丘高校3年) 小野　江那(山梨学院大学1年)

+78㎏ 加藤　有貴(国士舘大学2年) 市橋寿々華(三田松聖高校3年) 石山　麻弥(帝京大学1年) 田知本　愛(小杉高校3年)

1部 警視庁 大阪府警察 兵庫県警察

2部 富山県警察 北海道警察 山形県警察

3部 徳島県警察 埼玉県警察 新潟県警察

男子 グルジア ロシア 日本5位

女子 フランス キューバ 日本3位

小学生団体 橿原市柔道ｸﾗﾌﾞ(奈良県) 本吉塾(福岡県) 力善柔道ｸﾗﾌﾞ(茨城県) USA S･J･C(大分県)

中学生団体 大成中学校(愛知県) 田原中学校(福岡県) 朝日中学校(兵庫県) 上宮中学校(大阪府)

成年男子 東京都 神奈川県 奈良県

成年女子 兵庫県 茨城県 東京都

少年男子 埼玉県 愛媛県 福岡県

少年女子 東京都 北海道 兵庫県

-60㎏ 3位 鈴木 雅典(明治大学2年)

-66㎏ ３回戦敗退、敗復３回戦敗退 青木 勇介(日本体育大学1年)

-73㎏ 2位 西岡 和志(明治大学1年)

-81㎏ 3位 垣田 恭兵(近畿大学1年)

-90㎏ ３回戦敗退、敗復２回戦敗退 森田　晃弘(桐蔭学園高校3年)

-100㎏ 3位 山本　宜秀(明治大学2年)

+100㎏ 5位 石井　竜太(東海大学1年)

-48㎏ 3位 伊部　尚子(筑波大学1年)

-52㎏ 優勝 川崎　萌(岡豊高校3年)

-57㎏ 5位 松本　薫(帝京大学1年)

-63㎏ 2位 小澤　理奈(山梨学院大学2年)

-70㎏ 優勝 上野　巴恵(旭川南高校2年)

-78㎏ 優勝 川島 巴瑠菜(旭川大学高校3年)

+78㎏ 1回戦敗退 田知本　愛(小杉高校3年)

14
第59回全国警察大会（日本武道
館）

9-10

第9回全日本女子ジュニア
第38回全日本ジュニア
体重別選手権大会
（埼玉・埼玉県立武道館）

16-17
ワールドカップ
（フランス・パリ）

23
平成18年度全日本選抜少年大会
（東京武道館）

6-8
第60回国体柔道競技
（兵庫県・兵庫県立武道館）

12-15
世界ジュニア選手権
（ドミニカ）

9
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平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-66kg 村上　嘉広(警視庁) 太田　康博(神奈川警察) 石松　和資(福岡県警察) 高野真(皇宮警察)

-73kg 阿達　剛(千葉県警察) 植木　義朋(茨城県警察) 日下　徹朗(静岡県警察) 松田　智志(岡山県警察)

-81kg 前田　満山(愛媛県警察) 野村　洋治(神奈川県警察) 橋口　幸治(大阪府警察) 野口　誠治(徳島県警察)

-90kg 山元　一歩(京都府警察) 菅　太誠(北海道警察) 手塚　勝彦(埼玉県警察) 横野　智也(警視庁)

-100kg 庄司　武男(神奈川県警察) 河合　秀幸(北海道警察) 江藤　大暁(福岡県際察) 河村誠人（石川県警察）

無差別 森　大助(北海道警察) 鰐渕　良則(愛知県警察) 丸山　将太(長野県警察) かん沢　優太(富山県警察)

女子無差別 堀江久美子(兵庫県警察) 水谷　有希(兵庫県警察) 上田　真央(大阪府警察) 中川　愛子(警視庁)

-60㎏ 和泉　強志(国士舘大学4年) 豊田　眞太朗(国士舘大学3年) 蝦名　渉(国際武道大学4年) 江口　恭平(国士舘大学3年)

-66㎏ 榎本　収(東海大学3年) 横口　大志(筑波大学4年) 池田　嘉人(国際武道大学3年) 中村　一真(大阪産業大学1年)

-73㎏ 成田　泰崇(国士舘大学4年) 海老沼　聖(明治大学4年) 金岡　真司(東海大学3年) 國松　崇善(中央大学3年)

-81㎏ 稲葉　将太(東海大学3年) 法兼　真(筑波大学4年) 菊地　雅博(金沢学院大学2年) 花本　隆司(明治大学3年)

-90㎏ 齋藤　俊(天理大学4年) 馬場　大輔(筑波大学3年) 三宅　浩之(立命館大学4年) 萩本　貴章(国士舘大学2年)

-100㎏ 穴井　隆将(天理大学4年) 沈　志昊(天理大学3年) 出口　雄樹(天理大学3年) 西山　将士(国士舘大学3年)

+100㎏ 立山　広喜(国士舘大学3年) 佐藤　武尊(筑波大学4年) 新井　信吾(山梨学院大学4年) 須藤　紘司(国士舘大学2年)

-48㎏ 福見　友子(筑波大学3年) 大木　千夏(福岡工業大学1年) 矢野　愛(東海大学3年) 高見　真由美(埼玉大学3年)

-52㎏ 西田　優香(淑徳大学3年) 山口　麻梨菜(金沢学院大学4年) 粟野　壽子(日本大学2年) 藤井　敬子(日本体育大学4年)

-57㎏ 野中　未奈(山梨学院大学4年) 宇高　菜絵(帝京大学4年) 明先　美央(淑徳大学4年) 河田　恵里佳(日本大学4年)

-63㎏ 平井　希(東海大学2年) 田中　美衣(仙台大学1年) 和田　麻未(帝京大学1年) 貴田　絵梨香(天理大学3年)

-70㎏ 國原　頼子(淑徳大学3年) 今井　優子(東海大学3年) 川上　由貴(福岡大学2年) シシリア・ナイシガ(日本文理大学3年)

-78㎏ 穴井　さやか(帝京大学2年) 中山　彩香(筑波大学2年) 小野　江那(山梨学院大学1年) 川口　絵理奈(金沢学院大学4年)

+78㎏ 立山　真衣(東海大学2年) 石山　麻弥(帝京大学1年) 山本　志乃(広島大学3年) 相原　千郷(日本体育大学3年)

投の形 高橋俊充/依田文和(北信越) 築山忠弘/芦田和典(近畿) 長谷部真/清水紀宏(東京)

固の形 芳岡　武/三原貴史(東京) 正木教英/大平　徹(北信越) 松本裕司/中橋政彦(四国)

講道館護身術 武井弘美/平林友一(北信越) 武田　武/宮崎純一(東京) 水野信行/上野義行(東海)

五の形 水野博介/大河内信之(東海) 茂木　明/黒木義則(東京) 黒川康信/川口　稔(北信越)

4-5 第8回全日本学生体重別団体（尼崎記念公園体育館） 男子 国士舘大学 東海大学 日本体育大学 天理大学

団体 東京都 茨城県 宮城県 青森県

-73㎏ 藤澤　健幸(東京都) 馬上　忠通(福島県) 斉藤　勇(新潟県) 田部　寿臣(愛知県) 

-90㎏ 高橋　秀明(東京都) 牛木　幹人(新潟県) 小野　紀行(福島県) 渡辺　雅英(岩手県) 

無差別 松本　芳明(福岡県) 稲葉　潤(茨城県) 坂哉　希(福岡県) 河井　大介(新潟県)

第25回全日本学生
第22回全日本学生女子体重別
（日本武道館）

13
平成18年度全国警察選手権大会
（日本武道館）

11
第55回全国青年大会柔道競技（講
道館）

22
平成18年全日本形競技大会
（講道館）

14-15

10

11



平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 和泉　強志(国士舘大学4年) 小川　武志(了徳寺学園)　 平岡　拓晃(筑波大学4年) 福岡　政章(東海大学4年)

-66㎏ 鳥居　智男(了徳寺学園) 梅津　敏昭(綜合警備保障) 小山田　和行(綜合警備保障) 篠崎　悠(了徳寺学園)

-73㎏ 成田　泰崇(国士舘大学4年) 大束　正彦(東海大学3年) 稲澤　真人(ダイコロ) 金丸　雄介(了徳寺学園)

-81㎏ 塘内　将彦(旭化成) 吉永　慎也(新日本製鐵) 加藤　博剛(国士舘大学3年) 橋口　幸治(大阪府警察)

-90㎏ 斎藤　制剛(旭化成) 矢嵜　雄大(了徳寺学園) 今井　敏博(綜合警備保障) 横野　智也(警視庁)

-100㎏ 穴井　隆将(天理大学4年) 猪又　秀和(セコム上信越) 庄司　武男(神奈川県警察) 本郷　光道(中央大学4年)

+100㎏ 井上　康生(綜合警備保障) 生田　秀和(綜合警備保障) 片渕　慎弥(日本中央競馬会) 高橋　宏明(旭化成)

-48㎏ 山岸　絵美(三井住友海上火災保険) 福見　友子(筑波大学3年) 浅見　八瑠奈(新田高校3年) 伊部　尚子(筑波大学1年)

-52㎏ 君島　奈津子(警視庁) 西田　優香(淑徳大学3年) 岡﨑　綾子(創電社) 吉村　依子(セコム)

-57㎏ 宇高　菜絵(帝京大学4年) 宮本　樹理(了徳寺学園) 岩藤　理恵(三井住友海上火災保険) 野中　未奈(山梨学院大学4年)

-63㎏ 上野　順恵(三井住友海上火災保険) 平井　希(東海大学2年) 川崎　由紀(帝京大学4年) 新改　七星(大阪府警察)

-70㎏ 渡邉　美奈(コマツ) 岡　明日香(コマツ) 今井　優子(東海大学3年) 清水　千晶(三井住友海上火災保険)

-78㎏ 長瀬　めぐみ(了徳寺学園) 堀江　久美子(兵庫県警察) 鳥谷部　真弓(セコム) 平岡　麻美(平成国際柔道クラブ)

+78㎏ 立山　真衣(東海大学2年) 松原　知美(山梨学院大学4年) 中野　公洋子(セコム) 馬籠　恵子(ほのぼの会)

23 第54回全日本産業別大会（講道館） 団体 繊維 警備

-60㎏ 優勝 江種　辰明(警視庁)

-66㎏ 3位 秋本　啓之(筑波大学3年)

-73㎏ 2位 高松　正裕(旭化成)

-81㎏ 3位 小野　卓志(了徳寺学園)

-90㎏ 3位 泉　浩(旭化成)

-100㎏ 2位 石井　慧(国士舘大学2年)

+100㎏ 優勝 棟田　康幸(警視庁)

OPEN 3位 高井　洋平(旭化成)

-48㎏ 3位 中村　美里(渋谷教育学園渋谷高校2年)

-52㎏ 3位 横澤　由貴(三井住友海上火災保険)

-57㎏ 2位 佐藤　愛子(了徳寺学園)

-63㎏ 3位 谷本　歩実(コマツ)

-70㎏ 優勝 上野　雅恵(三井住友海上火災保険)

-78㎏ 優勝 中澤　さえ(綜合警備保障)

+78㎏ 3位 薪谷　翠(ミキハウス）

OPEN 3位 立山　真衣(東海大学1年)

-48㎏ 福見　友子(筑波大学3年) ジョシネ(フランス) 中村　美里(渋谷教育学園渋谷高校2年) 山岸　絵美(三井住友海上火災保険)

-52㎏ 黄　麗紅(中国) ベルモイ(キューバ) ストルブライター(オーストリア) 西田　優香(淑徳大学3年)

-57㎏ ソニナ(ロシア) モンテイロ(ポルトガル) 宮本　樹理(了徳寺学園) 佐藤　愛子(了徳寺学園)

-63㎏ デコス(フランス) 穴　書梅(中国) ゾルニル(スロベニア) 李馥熙(韓国)

-70㎏ 渡邉　美奈(コマツ) 上野　雅恵(三井住友海上火災保険) 上野　巴恵(旭川南高校2年) ジャーク(ベルギー)

-78㎏ 中澤　さえ(綜合警備保障) 堀江　久美子(兵庫県警察) 長瀬　めぐみ(了徳寺学園) ルブラン(フランス)

+78㎏ 徐　麗輝(中国) 立山　真衣(東海大学1年) 馬籠　恵子(ほのぼの会) 薪谷　翠(ミキハウス)

無差別 薪谷　翠(ミキハウス) ビーンドゥワッファー(ドイツ) 立山　真衣(東海大学1年) 馬籠　恵子(ほのぼの会)

平成18年度
講道館杯全日本体重別選手権
（千葉県・千葉ポートアリーナ）

2-5
アジア競技大会　柔道競技
（カタール）

10-11
第23回福岡国際女子選手権
（福岡国際センター）

11
18-19

12



平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 3位 和泉　強志(国士舘大学4年)

-66㎏ 3位 榎本　収(東海大学3年)

-73㎏ 2位 成田　泰崇(国士舘大学4年)

-81㎏ 1回戦敗退 稲葉　将太(東海大学3年)

-90㎏ 7位 齋藤　俊(天理大学4年)

-100㎏ 優勝 穴井　隆将(天理大学4年)

+100㎏ 1回戦敗退、敗復1回戦敗退 立山　広喜(国士舘大学3年)

無差別 優勝 立山　広喜(国士舘大学3年)

-48㎏ 5位 大木　千夏(福岡工業大学1年)

-52㎏ 3位 山口　麻梨菜(金沢学院大学4年)

-57㎏ 3位 明先　美央(淑徳大学4年)

-63㎏ 7位 田中　美衣(仙台大学1年)

-70㎏ 5位 國原　頼子(淑徳大学3年)

-78㎏ 3位 穴井　さやか(帝京大学2年)

+78㎏ 3位 石山　麻弥(帝京大学1年)

無差別 3位 山本　志乃(広島大学3年)

-60kg 広瀬　誠(愛知県) 田村　修也(福島県) 礎　眞一(福岡県)

-66kg 藤本　聰(徳島県) 平井　孝明(東京都) 米田　幸弘(熊本県)

-73kg 木村　崇之(三重県) 高橋　秀克(埼玉県) 大野　錦治(大阪府) 安藤　大輔(宮城県)

-81kg 加藤　裕司(埼玉県) 大我　健侍(石川県) 西村　恵三(熊本県) 坂本　健治(東京都)

-90kg 初瀬　勇輔(東京都) 竹林　尚秀(愛知県) 稲葉　統也(静岡県) 宮澤　圭範（神奈川県）

-100kg 廣瀬　悠(愛媛県) 松本　義和(大阪府)

+100kg 宮内　栄司(徳島県) 石川　信介(東京都)

シニア 鷲山　良(静岡県)

女子 山内真由美(静岡県) 田中　亜弧(愛知県)

団体 東京都 埼玉県 大阪府

-60㎏ 優勝 平岡　拓晃(筑波大学4年)

-66㎏ 3位 鳥居　智男(了徳寺学園)

-73㎏ 優勝 稲澤　真人(ダイコロ)

-81㎏ ３回戦敗退、敗者復活２回戦敗退 加藤　博剛(国士舘大学3年)

-90㎏ 優勝 矢嵜　雄大(了徳寺学園)

-100㎏ 2位 穴井　隆将(天理大学4年)

+100㎏ 3位 片渕　慎弥(日本中央競馬会)

-48㎏ 優勝 浅見　八瑠奈(新田高校3年)

-52㎏ 3位 川﨑　萌(岡豊高校3年) 5位 森本奈々美(広島大学1年)

-57㎏ 3位 松本　薫(帝京大学1年) ２回戦敗退 藤田　康恵(筑波大学1年)

-63㎏ 3位 阿部　香菜(東北高校3年)

-70㎏ 優勝 田知本　遥(小杉高校1年)

-78㎏ 2位 川島　巴瑠菜(旭川大学高校3年) 5位 池田　ひとみ(埼玉大学3年)

+78㎏ 優勝 田知本　愛(小杉高校3年)

-60㎏ 3回戦敗退、敗復最終戦敗退 和泉　強志(国士舘大学4年)

-66㎏ 4回戦敗退、敗復3回戦敗退 青木 勇介(日本体育大学1年)

12-17

21
第21回全日本視覚障害者大会
（講道館）

グルジア国際大会
（トビリシ）

ベルギー国際大会
(アロン）

世界学生

4-52

12

1



平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-73㎏ 5位 西岡 和志(明治大学1年)

-81㎏ 1回戦敗退 垣田 恭兵(近畿大学1年) 1回戦敗退 法兼　真(筑波大学4年)

-90㎏ ３回戦敗退、敗復３回戦敗退 岩田　勝博(天理大学4年) ３回戦敗退 齋藤　俊(天理大学4年)

-100㎏ ２回戦敗退 西山　将士(国士舘大学3年)

+100㎏ ２回戦敗退 立山　広喜(国士舘大学3年)

-60㎏ 2位 江種　辰明(警視庁)

-66㎏ 優勝 秋本　啓之(筑波大学3年)

-73㎏ 優勝 金丸　雄介(了徳寺学園)

-81㎏ 1回戦敗退、敗復3回戦敗退 吉永　慎也(新日本製鐵)

-90㎏ 3位 泉　浩(旭化成)

-100㎏ 7位 穴井　隆将(天理大学4年)

+100㎏ 優勝 井上　康生(綜合警備保障)

-48㎏ 3位 中村　美里(渋谷教育学園渋谷高校2年)

-52㎏ 7位 横澤　由貴(三井住友海上火災保険)

-57㎏ 7位 佐藤　愛子(了徳寺学園)

-63㎏ 3位 谷本　歩実(コマツ)

-70㎏ 3位 渡邉　美奈(コマツ)

-78㎏ 1回戦敗退 中澤　さえ(綜合警備保障)

+78㎏ 優勝 塚田　真希(綜合警備保障)

-48㎏ 優勝 山岸　絵美(三井住友海上火災保険)

-52㎏ 7位 君島　奈津子(警視庁)

-57㎏ 2位 宇高　菜絵(帝京大学4年)

-63㎏ 3位 平井　希(東海大学2年)

-70㎏ 2位 國原　頼子(淑徳大学3年)

-78㎏ 3位 堀江　久美子(兵庫県警察)

+78㎏ 3位 立山　真衣(東海大学1年)

-60㎏ 7位 福岡　政章(東海大学4年)

-66㎏ 3位 梅津　敏昭(綜合警備保障)

-73㎏ ２回戦敗退 成田　泰崇(国士舘大学4年)

-81㎏ 2位 塘内　将彦(旭化成)

-90㎏ 1回戦敗退 今井　敏博(綜合警備保障)

-100㎏ 優勝 猪又　秀和(セコム上信越)

+100㎏ ２回戦敗退、敗復１回戦敗退 生田　秀和(綜合警備保障)

フランス国際大会
(パリ)

オーストリア国際大会
（レオンディング）

ハンガリー国際大会
（ブタペスト）

11-12

ベルギー国際大会
（ヴィセ）

18-19

18-19

4-5

2



平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏ 3位 野村　忠宏(ミキハスス)

-66㎏ 2回戦敗退 内柴　正人(旭化成)

-73㎏ 1回戦敗退 高松　正裕(旭化成)

-81㎏ 2回戦敗退 小野　卓志(了徳寺学園)

-90㎏ 5位 斎藤　制剛(旭化成)

-100㎏ 3位 鈴木　桂治(平成管財)

+100㎏ ２回戦敗退、敗復１回戦敗退 高井　洋平(旭化成)

-48㎏ 2位 福見　友子(筑波大学3年)

-52㎏ ３回戦敗退、敗復２回戦敗退 西田　優香(淑徳大学3年)

-57㎏ ２回戦敗退、敗復1回戦敗退 宮本　樹理(了徳寺学園)

-63㎏ 1回戦敗退 上野　順恵(三井住友海上火災保険)

-70㎏ 優勝 岡　明日香(コマツ)

-78㎏ 5位 堀江　久美子(兵庫県警察)

+78㎏ １回戦敗退、敗復２回戦敗退 薪谷　翠(ミキハウス）

-60㎏ 5位 米富　和郎(高陽住宅販売)

-66㎏ 3位 梅津　敏昭(綜合警備保障)

-73㎏ 5位 成田　泰崇(国士舘大学4年)

-81㎏ 1回戦敗退 河原　正太(京葉ガス)

-90㎏ 5位 増渕　樹(旭化成)

-48㎏ 優勝 伊部　尚子(筑波大学1年)

-57㎏ 7位 野中　未奈(山梨学院大学4年)

-63㎏ 7位 川﨑　由紀(帝京大学4年)

-70㎏ 5位 上野　巴恵(旭川南高校2年)

-78㎏ 優勝 長瀬　めぐみ(了徳寺学園)

男子 東海大学付属相模高等学校(神奈川県) 国士舘高等学校(東京都) 日体荏原高等学校(東京都) 修徳高等学校(東京都)

女子 埼玉栄高等学校(埼玉県) 京都学園高等学校(京都府) 宮崎日本大学高等学校（宮崎県） 北海道旭川南高等学校(北海道)

男子 国士舘中学校(東京都) 大成中学校(愛知県) 相原中学校(神奈川県) 東海大相模中学校(神奈川県)

女子 藍中学校(兵庫県) 相原中学校(神奈川県) 東松山南中学校(埼玉県) 大成中学校(愛知県)

-48kg(U20) 優勝 浅香　夕海(藤村女子高校2年)

-52kg(U20) 2位 瓜生　愛子(帝京高校1年)

-57kg(U20) 2回戦敗退 柿内　沙弥香(岡豊高校2年)

-48kg(U17) 優勝 田中　千尋(愛媛・桑原中学校3年) 3位 小松　柔(大阪・久米田中学校2年)

-52kg(U17) 優勝 長壁　榛美(群馬・塚沢中学校3年)

-57kg(U17) 優勝 末廣　沙也加(福岡・直方三中学校3年)

-63kg(U17) 2回戦敗退 小山　涼子（新潟・東石山中学校3年）

-70kg(U17) 3位 ヌンイラ　華蓮(千葉・八木が谷中学校3年)

70kg超(U17) 優勝 佐藤　瑠香(福岡・中間南中学校3年)

第20回近柔杯全国中学生大会
（東京武道館）

25

25-26
ドイツ国際大会
（ハンブルク）

4-5

チェコ国際大会
（プラハ）

ポーランド国際大会
（ワルシャワ）

チューリゲン国際大会
(ドイツ)

25-26

21

2

3

3

第29回全国高校選手権
（日本武道館）



平成18年度大会結果
月 日 大会名 階級 1位 2位 3位 3位

-60㎏(U20) 3位 金子　晃士(熊本・菊池高校3年)

-66㎏(U20) 3位 千葉　祐弥(宮城・東北高校3年)

-73㎏(U20) 3位 平井　勝(神奈川・東海大相模高校3年)

-81㎏(U20) 2位 川瀬　孝司(広島・近大福山高校3年)

-90㎏(U20) 3回戦敗退 原　崇寛(佐賀・佐賀商業高校3年)

-100㎏(U20) 3回戦敗退 新井　優来(埼玉・埼玉栄高校3年)

+100kg(U20) 優勝 赤尾  将吾(山口・高水高校3年)

-60㎏(U17) 優勝 島　達人(大阪・茨田中学校3年) 5位 高上　智史(福岡・田原中学校3年)

-66㎏(U17) 優勝 伊佐次雄介(東京・国士舘中学校3年)

-73㎏(U17) 4回戦敗退 手嶋将太郎(福岡・大蔵中学校3年)

-90kg(U17) 優勝 近藤　拓也(福井・三国中学校3年) 2位 樋口　涼(福岡・田原中学校3年)

+90kg(U17) 優勝 稲田　基(愛知・大成中学校3年)

ブレーメン国際大会
(ドイツ・ブレーメン)

25-263


