
平成22年11月20日(土)
千葉ポートアリーナ

-81kg 氏名 所属・年 -90kg 氏名 所属・年
1 中井　貴裕 流通経済大学2年 1 西山　大希 筑波大学2年
2 池田　隆太 自衛隊 2 中西　努 神奈川県警察
3 武田　茂之 明治大学4年 3 岡村　照大 埼玉大学4年
4 法兼　　真 ALSOK 4 日當　浩二 千葉県警察
5 海老　泰博 東海大学4年 5 岩田　勝博 兵庫県警察
6 佐藤　大地 日本大学4年 6 手塚　龍大 東海大学4年
7 豊田　純 修徳高等学校3年 7 下和田　翔平 日本体育大学2年
8 花本　隆司 京葉ガス株式会社 8 樋口　涼 柳ヶ浦高等学校3年
9 川上　智弘 國學院大学3年 9 萩本　貴章 警視庁
10 長島　啓太 東海大学4年 10 春山　友紀 国士舘大学2年
11 内門　卓也 天理大学4年 11 青木　和明 鹿屋体育大学4年
12 山下　亮 福岡拘置所 12 穴井　航史 東海大学2年
13 武藤　力也 神奈川県警察 13 阿部　利一 陸上自衛隊第12普通科連隊
14 小林　雅司 日本体育大学3年 14 山本　宜秀 日本中央競馬会
15 西岡  和志 京葉ガス株式会社 15 原　崇寛 近畿大学4年
16 山邉　雄己 筑波大学3年 16 池田　賢生 日本大学3年
17 河原　正太 京葉ガス株式会社 17 長倉　友樹 修徳高等学校2年
18 野村　洋治 神奈川県警察 18 吉永　慎也 新日本製鐵
19 川瀬　孝司 筑波大学4年 19 吉田　優也 東海大学3年
20 中川　裕喜 日本大学2年 20 松岡　裕太郎 府中刑務所
21 北野　裕一 國學院大学2年 21 滝川　英克 国士舘大学4年
22 森岡　卓三 福岡大学4年 22 長尾　翔太 道都大学4年
23 橋本　壮市 東海大学1年 23 齋藤　俊 新日本製鐵
24 世古　大和 天理大学4年 24 佐藤　陽介 ツクバ計画
25 塘内 将彦 旭化成株式会社 25 森田　晃弘 桐蔭横浜大学4年
26 野村　浩太 自衛隊 26 加藤　博剛 千葉県警察
27 小出　満 警視庁 27 久松　達斗 国際武道大学1年
28 田中　康介 筑波大学4年 28 西山　将士 新日本製鐵
29 松本　雄史 兵庫県警察 29 大田　茂文 近畿大学3年
30 藤本　英謙 明治大学2年 30 菅原　健志 明治大学2年
31 清水　大樹 埼玉大学1年 31 近藤　拓也 筑波大学1年
32 山本　拓真 長崎県警察 32 西田　泰悟 旭化成
33 宇都宮　光樹 崇徳高等学校3年 33 村上　亮 宇和島東高等学校3年

34 丸山　剛毅 桐蔭学園高等学校3年
35 中村　宏也 天理大学4年
36 穴井　亮平 学校法人了徳寺学園
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平成22年11月20日(土)
千葉ポートアリーナ

-100kg 氏名 所属・年 +100kg 氏名 所属・年
1 小林　大輔 ALSOK 1 鈴木　桂治 国士舘大学教員
2 竹谷　知記 警視庁 2 鈴木　健人 山梨学院大学4年
3 内林　晃平 近畿大学4年 3 増子　洋平 同志社大学4年
4 新井　優来 筑波大学4年 4 王子谷　剛志 東海大学付属相模高等学校3年

5 髙橋　良介 明治大学1年 5 赤迫　健太 早稲田大学2年
6 村上　祐二 日本体育大学3年 6 原沢　久喜 早鞆高等学校3年
7 中村　大悟 福岡大学4年 7 内野　寛和 国士舘大学4年
8 猪又　秀和 セコム上信越 8 加藤　光将 愛知県警察
9 出口　雄樹 旭化成 9 小幡　豪紀 日本体育大学1年
10 森本　翔太 学校法人了徳寺学園 10 西村　久毅 学校法人了徳寺学園
11 小川　竜昴 国士舘高等学校2年 11 石井　竜太 日本中央競馬会
12 熊代　佑輔 東海大学4年 12 須藤 　紘司 京葉ガス
13 岩尾　敬太 国士舘大学2年 13 桶谷　知生 神奈川県警察
14 後小路　裕朗 福岡県警察 14 浦邉　正洋 福岡拘置所
15 加藤　貴也 明治大学3年 15 立山　広喜 日本中央競馬会
16 谷井　大輝 小杉高等学校3年 16 堀　　雄太 東海大学3年
17 羽賀　龍之介 東海大学1年 17 木村　純 旭化成
18 森田　圭 近畿大学3年 18 上杉　亮太 国士舘大学2年
19 野田  嘉明 旭化成 19 津田　賢一 天理大学3年
20 金子　亮平 筑波大学2年 20 佐藤　武尊 学校法人了徳寺学園
21 本郷　光道 フォーリーフジャパン 21 兒玉　雄一 明治大学2年
22 寺島　克興 国士舘大学3年 22 百瀬　優 国士舘大学3年
23 北見　剛 警視庁 23 藤井　岳 慶応義塾大学1年
24 髙木　悠祐 天理大学3年 24 七戸　龍 福岡大学4年
25 今井　敏博 ALSOK 25 棟田　康幸 警視庁
26 村井　栄輔 大阪府警察 26 赤尾　将吾 日本体育大学4年
27 宮﨑　賢司 桐蔭横浜大学2年 27 生田　秀和 ALSOK
28 浅沼　拓海 国士舘高等学校3年 28 増田　哲也 山梨学院大学3年
29 西潟　健太 旭化成
30 杉淵　雄太朗 東海大学4年
31 木下　泰成 明治大学4年
32 延城　啓和 日本体育大学4年
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平成22年11月21日(日)
千葉ポートアリーナ

-60kg 氏名 所属・年 -66kg 氏名 所属・年
1 山本　浩史 日本体育大学3年 1 海老沼　匡 明治大学3年
2 尾張　太一 水戸葵陵柔道クラブ 2 肥後　翔大 龍谷大学4年
3 豊田　眞太朗 警視庁 3 青木　勇介 パーク24
4 石川　裕紀 東海大学4年 4 浅野　大輔 自衛隊体育学校
5 川端　龍 国士舘大学3年 5 江種　辰明 警視庁
6 大藤　潤也 履正社高等学校3年 6 橋口　靖史 東海大学4年
7 矢野　大地 天理大学4年 7 秋元　希星 学校法人了徳寺学園
8 廣瀬　裕一 日本大学3年 8 石本　克泰 国士舘大学4年
9 藤澤　征憲 足立学園高等学校2年 9 田中　浩平 筑波大学3年
10 右田　晃介 国士舘大学3年 10 早野　友樹 福岡県警察
11 三枝　智哉 明治大学3年 11 日置　悠貴 和歌山柔栄会
12 田中　誠 自衛隊体育学校 12 吉田　惟人 東海大学3年
13 笠井　貢太 ぎふ柔道クラブ24 13 荘司　和大 フォーリーフジャパン
14 松木　武志 国士舘大学2年 14 髙橋　寿正 秋田県警察
15 鈴木　崇嗣 近畿大学附属福山高等学校3年 15 山川　晴道 近畿大学工業高等専門学校5年

16 村岡　邦雄 筑波大学4年 16 福岡　政章 ALSOK
17 西尾　享祐 天理大学2年 17 一戸　正太郎 札幌刑務所
18 黒瀬　遼 桐蔭横浜大学3年 18 小倉　武蔵 筑波大学3年
19 木戸　慎二 日本体育大学2年 19 堅山　剛 鹿屋体育大学4年
20 和泉　強志 自衛隊体育学校 20 渡部　朋之 神奈川県警察
21 髙藤　直寿 東海大学付属相模高等学校2年 21 坂野　裕次朗 国士舘大学1年
22 小川　武志 学校法人了徳寺学園 22 郡司　明 東海大学4年
23 志々目　徹 日本体育大学1年 23 髙市　賢悟 新田高等学校2年
24 鈴木　雅典 WEST・FAMILY 24 髙上　智史 日本体育大学1年
25 野村　忠宏 ミキハウス 25 渡邊　敦義 桐蔭横浜大学2年
26 田中　貴尚 福岡大学3年 26 三原　弘士 警視庁

27 前野　将吾 東海大学3年
28 近藤　光太郎 大阪産業大学3年
29 登　　成二 国士舘大学2年
30 工藤　和也 福岡大学4年
31 小寺　将史 筑波大学2年
32 杉野　冬馬 兵庫県警察
33 橋口　祐葵 延岡学園高等学校1年
34 鈴木　祥太郎 陸上自衛隊金沢駐屯地
35 清水　健登 山梨学院大学1年
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平成22年11月21日(日)
千葉ポートアリーナ

-73kg 氏名 所属・年
1 粟野　靖浩 筑波大学4年
2 渡邊　聖貴 関西大学4年
3 浦　幸輝 福岡県警察
4 金岡　真司 警視庁
5 鈴木　誠 国士舘大学3年
6 中村　剛教 山梨学院大学2年
7 赤迫　佑介 自衛隊体育学校
8 齋藤　涼 旭化成
9 鐘井　佑真 福岡大学4年
10 喜多　一成 国士舘大学3年
11 六郷　雄平 明治大学1年
12 榎本　収 新田クラブ
13 石川　純平 近畿大学1年
14 藤本　正寛 熊本県警察
15 中矢　力 東海大学3年
16 形部　安彦 香川県警察
17 田村　和也 国士舘大学3年
18 大野　将平 天理大学1年
19 白井　勇輝 旭化成
20 海老沼  聖 警視庁
21 土井　健史 天理高等学校3年
22 西山　雄希 筑波大学1年
23 宮田　雄大 広島刑務所
24 井上　修平 足立学園高等学校3年
25 大束 正彦 旭化成
26 福田　渉 明治大学2年
27 新平　聖也 自衛隊体育学校
28 佐野　望 京都府警察
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