
順位 出場 段位 氏名 所属 順位 出場 段位 氏名 所属

六段 坂本　道人 福岡大学 五段 池田　孝生 警視庁

五段 横山　喬之 摂南大学 五段 酒卷　文孝 警視庁

五段 赤坂　洋輔 警視庁 六段 上坂　正語 大阪府警察

五段 若菜　大介 警視庁 五段 池田　広樹 大阪府警察

七段 冨澤　和英 福井県警察 女子四段 長瀬　あゆみ 岐阜県警察学校

四段 巻下　広史 富山刑務所 六段 松久　好勝 岐阜県警察学校

五段 中山　智史 中山接骨院 六段 大河内哲志 おおこうち接骨院

五段 林　聖治 三橋接骨院 八段 大河内信之 海陽中等教育学校

五段 下野　龍司 京都文教高校 五段 市川　洋文 横浜市役所

四段 大館斗志爾 京都市立藤森中学校 七段 山﨑　正義 神奈川県警察

六段 芦田　和典 大阪府警察 六段 大木　恒毅 株式会社東洋実業

五段 入江　浩正 森ノ宮医療学園専門学校 六段 阿部　雅人 大成建設株式会社

六段 竹石　憲治 警視庁 六段 神田　博彰 大阪府警察

六段 植松　恒司 警視庁 六段 瀬川　泰寛 大阪府警察学校

六段 佐藤　幸範 神奈川県警察 八段 清家　春夫 日本マスターズ柔道協会

六段 柴﨑　文伸 神奈川県警察 六段 小池　健三 シンテイ警備株式会社

六段 中澤　伸一 ㈱なかざわ 七段 土屋　正之 縫製業

五段 中澤　正 北海道北見柏陽高等学校 七段 加藤　隆雄

女子四段 石田　桃子 井戸田整形外科名駅スポーツクリニック

女子三段 石田真理子 米田柔整専門学校（学生）

女子三段 髙野　恵 高山信用金庫

女子三段 白野　光 岐阜県立飛騨吉城特別支援学校

女子初段 矢島　知奈 埼玉県立杉戸農業高校

女子初段 矢島　侑依 埼玉県立杉戸農業高校
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平成29年全日本柔道形競技大会　成績一覧

平成29年10月22日(日)　講道館大道場
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平成29年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 坂本　道人 ｻｶﾓﾄﾐﾁﾄ 六段 福岡大学 40歳
受 横山　喬之 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 五段 摂南大学 34歳
取 赤坂　洋輔 ｱｶｻｶﾖｳｽｹ 五段 警視庁 40歳
受 若菜　大介 ﾜｶﾅ ﾀﾞｲｽｹ 五段 警視庁 38歳
取 冨澤　和英 ﾄﾐｻﾞﾜｶｽﾞﾋﾃﾞ 七段 福井県警察 52歳
受 巻下　広史 ﾏｷｼﾀ ﾋﾛｼ 四段 富山刑務所 31歳
取 形部　安彦 ｶﾀﾍﾞﾔｽﾋｺ 五段 香川県警察 31歳
受 関　竜輝 ｾｷ ﾘｭｳｷ 四段 香川県警察 30歳
取 吉川　延寿 ﾖｼｶﾜﾉﾌﾞﾋｻ 五段 大阪府警察 34歳
受 北口　嘉一 ｷﾀｸﾞﾁ ｶｲﾁ 四段 大阪府警察 33歳
取 渡部　成也 ﾜﾀﾍﾞｼｹﾞﾅﾘ 六段 静岡県警察 39歳
受 佐藤　邦洋 ｻﾄｳ ｸﾆﾋﾛ 六段 静岡県警察 37歳
取 清水　勇一 ｼﾐｽﾞﾕｳｲﾁ 五段 警視庁 34歳
受 鞭馬　裕輝 ﾑﾁﾏ ﾕｳｷ 五段 警視庁 34歳
取 田　雅晴 ﾖｼﾀﾞﾏｻﾊﾙ 五段 埼玉県警察 30歳
受 早坂　昌敏 ﾊﾔｻｶ ﾏｻﾄｼ 五段 埼玉県警察 29歳
取 葉名尻　亘 ﾊﾅｼﾞﾘﾜﾀﾙ 五段 はなじり鍼灸整骨院 32歳
受 山本　良太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 四段 山本整骨院 34歳
取 森　嵩哉 ﾓﾘｼｭｳﾔ 三段 佐賀県警察 22歳
受 森　統哉 ﾓﾘ ﾄｳﾔ 二段 佐賀県警察 21歳
取 千葉　淳弥 ﾁﾊﾞｼﾞｭﾝﾔ 五段 宮城刑務所 36歳
受 戸田　健児 ﾄﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 三段 宮城刑務所 27歳
取 坂口　達哉 ｻｶｸﾞﾁﾀﾂﾔ 四段 鳥取刑務所 31歳
受 谷本　光太郎 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 四段 鳥取刑務所 34歳

295.0

134.3

推薦

推薦

北信越

四国

近畿

東海

東京

関東

北海道

九州

東北

中国

【投の形】

57.8 5

12 26.3 4

11

1 87.0 12

2 83.7 9

443.5

427.0

3 82.4 8

4 77.0 10

420.0

392.5

5 76.9 3

6 75.2 11

392.0

383.5

7 74.2 6

8 70.9 1

378.5

361.5

9 70.5 2

10 61.5 7

359.5

313.5

平成29年10月22日(日)
講道館大道場



平成29年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 中山　智史 ﾅｶﾔﾏｻﾄｼ 五段 中山接骨院 39歳
受 林　聖治 ﾊﾔｼ ｾｲｼﾞ 五段 三橋接骨院 40歳
取 下野　龍司 ｶﾊﾞﾀﾘｭｳｼﾞ 五段 京都文教高校 34歳
受 大館　斗志爾 ｵｵﾀﾞﾃ ﾄｼｼﾞ 四段 京都市立藤森中学校 32歳
取 芦田　和典 ｱｼﾀﾞｶｽﾞﾉﾘ 六段 大阪府警察 51歳
受 入江　浩正 ｲﾘｴ ﾋﾛﾏｻ 五段 森ノ宮医療学園専門学校 49歳
取 神宮　武志 ｼﾞﾝｸﾞｳﾀｹｼ 五段 警視庁 39歳
受 阿達　哲也 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ 五段 警視庁 32歳
取 伊志嶺　朝広 ｲｼﾐﾈﾄﾓﾋﾛ 六段 アスリートクラブ琉９ 41歳
受 高江洲　綾 ﾀｶｴｽ ﾘｮｳ 五段 沖縄県警察 42歳
取 永守　好宏 ﾅｶﾞﾓﾘﾖｼﾋﾛ 五段 岡山市教育委員会 40歳
受 内藤　奨 ﾅｲﾄｳ ｽｽﾑ 三段 赤磐市立桜が丘中学校 38歳
取 大黒　英理 ﾀﾞｲｺｸｴｲﾘ 五段 石川県立武道館 36歳
受 上濃　達朗 ｳｴﾉ ﾀﾂﾛｳ 五段 北信越柔整専門学校 38歳
取 工藤　博之 ｸﾄﾞｳﾋﾛﾉﾌﾞ 四段 さくらリハビリデイサービス 37歳
受 室田　多哉 ﾑﾛﾀ ｶｽﾞﾔ 五段 室田鍼灸整骨院 33歳
取 久家　浩 ｸﾔﾋﾛｼ 六段 大尚株式会社 54歳
受 久家　良介 ｸﾔ ﾘｮｳｽｹ 二段 東芝エレベーター株式会社 24歳
取 鹿谷　武史 ｼｶﾀﾆﾀｹｼ 三段 香川県警察 28歳
受 滝　大輔 ﾀｷ ﾀﾞｲｽｹ 五段 香川県警察 29歳
取 森田　賢一 ﾓﾘﾀｹﾝｲﾁ 四段 JR東海 53歳
受 猪又　功 ｲﾉﾏﾀ ｲｻｵ 四段 JR東海 37歳
取 小竹　邦元 ｺﾀｹｸﾆ 七段 福島県立猪苗代支援学校 59歳
受 鈴木　一平 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾗ 七段 福島県立岩瀬農業高等学校 56歳

12 46.2 235.5 2 東北

10 65.7 335.0 11 四国

11 61.6 314.0 7 東海

8 68.5 349.5 3 北海道

9 66.8 340.5 1 関東

6 69.8 356.0 5 中国

7 68.7 350.5 4 北信越

4 75.4 384.5 8 東京

5 73.4 374.5 6 九州

2 82.5 421.0 10 推薦

3 76.3 389.0 12 近畿

【固の形】

1 86.1 439.0 9 推薦

平成29年10月22日(日)
講道館大道場



平成29年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 竹石　憲治 ﾀｹｲｼｹﾝｼﾞ 六段 警視庁 49歳
受 植松　恒司 ｳｴﾏﾂ ｺｳｼﾞ 六段 警視庁 49歳
取 佐藤　幸範 ｻﾄｳﾖｼﾉﾘ 六段 神奈川県警察 40歳
受 柴﨑　文伸 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾌﾐﾉﾌﾞ 六段 神奈川県警察 49歳
取 中澤　伸一 ﾅｶｻﾞﾜｼﾝｲﾁ 六段 ㈱なかざわ 49歳
受 中澤　正 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 五段 北海道北見柏陽高等学校 46歳
取 徳武　宗昭 ﾄｸﾀｹﾑﾈｱｷ 五段 綱島接骨院 54歳
受 坪井　清仁 ﾂﾎﾞｲ ｷﾖﾋﾄ 五段 飯山市役所 56歳
取 隈井　昭典 ｸﾏｲｱｷﾉﾘ 五段 警視庁 42歳
受 長田　忠 ｵｻﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 六段 警視庁 37歳
取 髙野　賢司 ﾀｶﾉｹﾝｼﾞ 六段 会社員 50歳
受 川戸　湧也 ｶﾜﾄ ﾕｳﾔ 四段 筑波大学大学院 26歳
取 大門　義明 ﾀﾞｲﾓﾝﾖｼｱｷ 四段 奈良県警察 35歳
受 北山　勳 ｷﾀﾔﾏ ｲｻｵ 五段 奈良県警察 38歳
取 金藤　宏行 ｶﾈﾄｳﾋﾛﾕｷ 五段 錦工業 56歳
受 溝渕　充 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾐﾂﾙ 五段 岡本荘 47歳
取 小椋　俊彦 ｵｸﾞﾗﾄｼﾋｺ 六段 静岡県警察 36歳
受 鈴木　慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 三段 静岡県警察 32歳
取 池田　剛士 ｲｹﾀﾞﾀｹｼ 四段 アミノマレッシ株式会社 36歳
受 遠藤　憲昭 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｱｷ 四段 株式会社サンワ環境開発 44歳
取 岡本　浩典 ｵｶﾓﾄﾋﾛﾌﾐ 六段 広島県警察学校 50歳
受 藤賀　章夫 ﾌｼﾞｶﾞ ｱｷｵ 六段 広島県警察 45歳
取 中山　博登 ﾅｶﾔﾏﾋﾛﾄ 五段 大分県警察機動隊 29歳
受 石川　俊輔 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 五段 大分県警察学校 36歳
取 石川　幸一 ｲｼｶﾜｺｳｲﾁ 七段 秋田県警察 55歳
受 松橋　健作 ﾏﾂﾊｼ ｹﾝｻｸ 八段  67歳

北海道

【極の形】

1 85.4 563.5 10 推薦

東京

2 84.0 554.5 12 推薦

3 77.1 509.0 7

近畿

4 75.5 498.0 6 北信越

5 75.2 496.5 4

東海

6 75.2 496.5 2 全国

7 75.2 496.0 8

中国

8 73.4 484.5 9 四国

9 73.1 482.5 3

東北

10 72.1 476.0 5 関東

11 65.5 432.5 11

12 65.5 432.0 13 九州

13 61.2 404.0 1

※「講道館柔道形競技規定」に基づき第5位・6位を決定。

平成29年10月22日(日)
講道館大道場



平成29年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 石田　桃子 ｲｼﾀﾞﾓﾓｺ 女子四段 井戸田整形外科名駅スポーツクリニック 27歳
受 石田　真理子 ｲｼﾀﾞ ﾏﾘｺ 女子三段 米田柔整専門学校（学生） 24歳
取 髙野　恵 ﾀｶﾉﾒｸﾞﾐ 女子三段 高山信用金庫 31歳
受 白野　光 ｼﾗﾉ ﾋｶﾙ 女子三段 岐阜県立飛騨吉城特別支援学校 31歳
取 矢島　知奈 ﾔｼﾞﾏﾁﾅ 女子初段 埼玉県立杉戸農業高校 17歳
受 矢島　侑依 ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 女子初段 埼玉県立杉戸農業高校 16歳
取 稲川　郁子 ｲﾅｶﾞﾜｲｸｺ 女子五段 常葉大学 42歳
受 阿部　恭子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 女子四段  42歳
取 佐野　浩太 ｻﾉｺｳﾀ 五段 香川県警察 32歳
受 亀代　祐司 ｶﾒｼﾛ ﾕｳｼﾞ 五段 香川県警察 34歳
取 木下　勝美 ｷﾉｼﾀｶﾂﾐ 女子二段 日本環境クリーン(株） 47歳
受 澤田　美紀 ｻﾜﾀﾞ ﾐｷ 女子三段 沢田接骨院 52歳
取 田近　和美 ﾀﾁﾞｶｶｽﾞﾐ 女子二段 大林調剤薬局 41歳
受 三浦　愛子 ﾐｳﾗ ｱｲｺ 女子二段 岐阜県立下呂温泉病院 24歳
取 松本　紀子 ﾏﾂﾓﾄﾉﾘｺ 女子三段 (株)P&Pｳｪﾙﾌｪｱきらく 50歳
受 鷹尾　浄子 ﾀｶｵ ｷﾖｺ 女子四段 藤島中学校 44歳
取 鈴木　由美 ｽｽﾞｷﾕﾐ 女子二段 （有）丸金商事 50歳
受 老子　千晶 ｵｲｺﾞ ﾁｱｷ 女子初段 NEC 42歳
取 下嶋　千尋 ｼﾓｼﾞﾏﾁﾋﾛ 女子二段 暢寿園 22歳
受 河江　愛奈 ｶﾜｴ ｱｲﾅ 女子三段  45歳
取 浦田　友和 ｳﾗﾀﾄﾓｶｽﾞ 六段 大阪府警察 43歳
受 髙橋　憲司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 五段 大阪府警察 32歳
取 高坂　愛美 ｺｳｻｶﾒｸﾞﾐ 女子三段 さかもと眼科クリニック 27歳
受 岩浅　景子 ｲﾜｱｻ ｹｲｺ 女子三段 くらた歯科医院 27歳
取 川端　美穂 ｶﾜﾊﾞﾀﾐﾎ 女子三段 岡山市立桑田中学校 27歳
受 宮本　亜季 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷ 女子三段 岡山市立瀬戸中学校 33歳
取 廣重　覚尚 ﾋﾛｼｹﾞｱｷﾋｻ 四段 福岡刑務所 29歳
受 天本　文雄 ｱﾏﾓﾄ ﾌﾐｵ 七段 福岡刑務所 51歳

※「講道館柔道形競技規定」に基づき第8位・9位を決定。

14 49.4 252.0 10 九州

12 66.1 337.0 2 東北

13 61.6 314.0 12 中国

10 71.9 366.5 9 北海道

11 69.7 355.5 5 近畿

8 74.1 378.0 4 全国

9 74.1 378.0 3 東京

6 75.8 386.5 6 北信越

7 74.5 380.0 13 東海

4 80.0 408.0 8 全国

5 76.4 389.5 7 四国

2 88.2 450.0 11 推薦

3 81.3 414.5 1 関東

【柔の形】

1 88.6 452.0 14 推薦

平成29年10月22日(日)
講道館大道場



平成29年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 池田　孝生 ｲｹﾀﾞｺｳｵ 五段 警視庁 37歳
受 酒卷　文孝 ｻｶﾏｷ ﾌﾐﾀｶ 五段 警視庁 38歳
取 上坂　正語 ｳｴｻｶｼｮｳｺﾞ 六段 大阪府警察 34歳
受 池田　広樹 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 五段 大阪府警察 32歳
取 長瀬　あゆみ ﾅｶﾞｾｱﾕﾐ 女子四段 岐阜県警察学校 31歳
受 松久　好勝 ﾏﾂﾋｻ ﾖｼｶﾂ 六段 岐阜県警察学校 52歳
取 福地　賢志郎 ﾌｸﾁｹﾝｼﾛｳ 六段 皇宮警察 44歳
受 新井　栄二 ｱﾗｲ ｴｲｼﾞ 六段 皇宮警察 40歳
取 三輪　智久 ﾐﾜﾄﾓﾋｻ 六段 神奈川県警察 41歳
受 菊地　嘉幸 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ 五段 神奈川県警察 39歳
取 長田　康秀 ﾅｶﾞﾀﾔｽﾋﾃﾞ 五段 ながた接骨院 37歳
受 辻野　祐紀 ﾂｼﾞﾉ ﾏｻﾉﾘ 五段 有限会社マックスシステム 48歳
取 荻野　太路 ｵｷﾞﾉﾀｲｼﾞ 六段 兵庫県警察 37歳
受 前田　大輔 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 五段 兵庫県警察 36歳
取 坂西　亮滋 ｻｶﾆｼﾘｮｳｼﾞ 五段 香川県警察 39歳
受 高平　正幸 ﾀｶﾋﾗ ﾏｻﾕｷ 四段 香川県警察 31歳
取 田口　英和 ﾀｸﾞﾁﾋﾃﾞｶｽﾞ 五段 鳥取刑務所 44歳
受 田邊　学 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 五段 鳥取刑務所 40歳
取 薮内　和則 ﾔﾌﾞｳﾁｶｽﾞﾉﾘ 六段 札幌刑務所 42歳
受 松田　克 ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 五段 札幌刑務所 42歳
取 伊藤　正憲 ｲﾄｳﾏｻﾉﾘ 五段 山形刑務所 47歳
受 永田　誠 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 三段 株式会社第一貨物 46歳
取 土谷　尚武 ﾂﾁﾔｼｮｳﾌﾞ 七段 青雲塾　土谷道場 74歳
受 浜崎　一三 ﾊﾏｻｷ ｶｽﾞﾐ 六段 熊本高等専門学校　八代キャンパス課外活動指導員 68歳

【講道館護身術】

1 87.2 601.5 10 推薦

2 83.5 576.0 6 推薦

3 79.3 547.0 5 東海

4 78.6 542.5 9 東京

5 75.3 519.5 11 関東

6 74.6 515.0 7 北信越

7 71.0 490.0 1 近畿

8 69.7 481.0 12 四国

9 68.3 471.0 8 中国

10 64.7 446.5 3 北海道

11 62.0 428.0 4 東北

12 44.5 307.0 2 九州

平成29年10月22日(日)
講道館大道場



平成29年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 大河内　哲志 ｵｵｺｳﾁﾃﾂｼ 六段 おおこうち接骨院 53歳
受 大河内　信之 ｵｵｺｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 八段 海陽中等教育学校 58歳
取 市川　洋文 ｲﾁｶﾜﾋﾛﾌﾐ 五段 横浜市役所 47歳
受 山﨑　正義 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 七段 神奈川県警察 51歳
取 大木　恒毅 ｵｵｷﾂﾈｷ 六段 株式会社東洋実業 51歳
受 阿部　雅人 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 六段 大成建設株式会社 52歳
取 工藤　重孝 ｸﾄﾞｳｼｹﾞﾀｶ 六段 工藤整骨院 57歳
受 清野　國安 ｾｲﾉ ｸﾆﾔｽ 七段 函館工業高等専門学校 55歳
取 武井　弘美 ﾀｹｲﾋﾛﾐ 六段 武井接骨院 56歳
受 矢崎　宏明 ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 六段 矢崎不動産（有） 49歳
取 吉田　進 ﾖｼﾀﾞｽｽﾑ 七段 京都府警察 55歳
受 淺野　宗樹 ｱｻﾉ ﾑﾈｷ 六段 京都府警察 42歳
取 久保　秀利 ｸﾎﾞﾋﾃﾞﾄｼ 七段 高松刑務所 59歳
受 鎌田　博和 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 五段 高松刑務所 42歳
取 勝見　拓登 ｶﾂﾐﾀｸﾄ 四段 日本生命 27歳
受 勝見　藤一 ｶﾂﾐ ﾄｳｲﾁ 七段 御代田御代田中学校 57歳
取 花本　茂人 ﾊﾅﾓﾄｼｹﾞﾄ 八段 松江市立女子高等学校 61歳
受 花本　隼 ﾊﾅﾓﾄ ﾊﾔﾄ 四段 島根県警察 31歳
取 近藤　辰正 ｺﾝﾄﾞｳﾀﾂﾏｻ 七段 長崎県警察 53歳
受 中村　善弘 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 七段 長崎県警察 49歳
取 榎本　好根 ｴﾉﾓﾄﾖｼﾈ 七段 榎本接骨院 53歳
受 相羽　秀昭 ｱｲﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 六段 かばいけ接骨院 55歳
取 成田　峰夫 ﾅﾘﾀﾐﾈｵ 七段 宮城刑務所 52歳
受 今野　伸一 ｺﾝﾉ ｼﾝｲﾁ 六段 宮城刑務所 49歳

※「講道館柔道形競技規定」に基づき審査した結果、同内容であったため第6位を同位とする。

【五の形】

1 84.3 177.0 12 推薦

2 81.9 172.0 4 関東

3 79.3 166.5 11 東京

4 77.9 163.5 2 北海道

5 75.2 158.0 3 北信越

6 74.5 156.5 5 近畿

6 74.5 156.5 10 四国

8 72.9 153.0 7 全国

9 71.7 150.5 6 中国

10 70.7 148.5 9 九州

11 70.0 147.0 1 東海

12 69.8 146.5 8 東北

平成29年10月22日(日)
講道館大道場



平成29年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 神田　博彰 ｶﾝﾀﾞﾋﾛｱｷ 六段 大阪府警察 42歳
受 瀬川　泰寛 ｾｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 六段 大阪府警察学校 42歳
取 清家　春夫 ｾｲｹﾊﾙｵ 八段 日本マスターズ柔道協会 73歳
受 小池　健三 ｺｲｹ ｹﾝｿﾞｳ 六段 シンテイ警備株式会社 69歳
取 土屋　正之 ﾂﾁﾔﾏｻﾕｷ 七段 縫製業 73歳
受 加藤　隆雄 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 七段  70歳
取 田中　孝司 ﾀﾅｶﾀｶｼ 七段 香川県警察 53歳
受 河野　一樹 ｺｳﾉ ｶｽﾞｷ 七段 四国管区警察学校 50歳
取 鈴木　常夫 ｽｽﾞｷﾂﾈｵ 七段 鈴木商事株式会社 62歳
受 三橋　英夫 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 七段  73歳
取 見原　道生 ﾐﾊﾗﾐﾁｵ 七段 見原整骨院 69歳
受 木下　勝己 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾐ 五段 自営 64歳
取 渡邉　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀﾂﾔ 七段 静岡県警察 56歳
受 磯部　正博 ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 八段  64歳
取 井上　康彦 ｲﾉｳｴﾔｽﾋｺ 七段 自営業 78歳
受 米重　清光 ﾖﾈｼｹﾞ ｷﾖﾐﾂ 七段 NPO法人日本視覚障害者柔道連盟 68歳
取 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼｵｻﾑ 七段 湯田中温泉整骨院 63歳
受 原山　伸樹 ﾊﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ 六段 長野県警察 52歳
取 藤本　哲夫 ﾌｼﾞﾓﾄﾃﾂｵ 六段 山口県警察 49歳
受 奥嶋　曜 ｵｸｼﾏ ｱｷﾗ 五段 山口県警察 36歳
取 上野　英任 ｳｴﾉﾋﾃﾞﾄｳ 七段 青森県道路公社 60歳
受 長内　成元 ｵｻﾅｲ ﾅﾘﾓﾄ 六段 青森刑務所 47歳
取 三谷　英仁 ﾐﾀﾆﾋﾃﾞﾋﾄ 六段 北海道警察学校 47歳
受 長利　功三 ｵｻﾘ ｺｳｿﾞｳ 五段 北海道警察学校 37歳

12 0.0 0.0 1 北海道

10 68.3 471.0 9 中国

11 62.8 433.0 4 東北

8 70.4 486.0 3 全国

9 69.9 482.5 10 北信越

6 72.5 500.5 11 九州

7 71.6 494.0 2 東海

4 74.2 512.0 8 四国

5 73.8 509.5 6 関東

2 75.6 521.5 5 東京

3 75.3 519.5 7 全国

【古式の形】

1 76.2 526.0 12 近畿

平成29年10月22日(日)
講道館大道場


