
井　口　真　吾

15

小　田　雄　貴 (福井)

(浜水)

19

(福井)
16

18

17

12

14

13(丹南)

1

(武生)

2

4

3

(北陸)

(坂農)

面　谷　賢　蔵 11

谷　田　幸　輝 (坂農)

白　﨑　拓　也

(丸岡)

10

(若東)

9

大　藤　千　豪 (北陸)

田　中　雄二郎 (福井)

林　　　裕太郎

山　本　貴　士 (鯖江)

5佐　藤　直　人 (敦賀)

小　林　　　聡

(三国)

6

7

中　塲　翔　平

河　端　英　人

8岩　崎　　　翼

田　辺　俊　喜

(坂農)小　辻　純　也

青　垣　　　寛

吉　田　知　弘

（足羽）

(北陸)

(丹生)

田　畑　圭　吾

山　下　　　凌

(丹生)

23

28種　田　滉一郎 (春工)

22

(北陸)佐々木　　　将

21(丹南)宮　本　佳　輔

29

(若東)

26

(坂農) 27

25

24

20(丸岡)島　田　理　一

(藤島)

竹　内　勇　平

林　　　真　裕

(科技)美濃部　聡　良

(福井)仲　保　一　輝

(三国)

宮　本　優　也

●男子個人試合【６０kg級】●男子個人試合【６０kg級】●男子個人試合【６０kg級】●男子個人試合【６０kg級】

田中

送襟絞送襟絞送襟絞送襟絞 佐藤

有　効有　効有　効有　効 田中

巴　投巴　投巴　投巴　投 田中

背負投背負投背負投背負投 田中

上四方固上四方固上四方固上四方固 岩崎

一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投 佐藤

合　技合　技合　技合　技 白崎

双手刈双手刈双手刈双手刈

合　技合　技合　技合　技 青垣

縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固 小林

背負投背負投背負投背負投 岩崎

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 谷田

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 田辺

背負投背負投背負投背負投

GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差 青垣

内　股内　股内　股内　股 青垣

背負投背負投背負投背負投 佐々木

袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰 竹内

有　効有　効有　効有　効 仲保

技　有技　有技　有技　有 田中

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 田辺

有　効有　効有　効有　効 山下

背負投背負投背負投背負投 宮本

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 島田

仲保

合　技合　技合　技合　技 仲保

GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差 仲保

宮本

一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投 宮本

横四方固横四方固横四方固横四方固



GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差

背負投背負投背負投背負投 北垣

北　垣　裕　斗

(羽水) 23

(気比)

有　効有　効有　効有　効

技　有技　有技　有技　有

坂　井　拓　登

中出

大　腰大　腰大　腰大　腰

白　川　靖　房 (福井) 25

久　守　　　将

(春工)

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝

有　効有　効有　効有　効

19(丹生)

(敦賀)

北垣

崩袈裟固崩袈裟固崩袈裟固崩袈裟固

20

大外刈大外刈大外刈大外刈 石黒

払　腰払　腰払　腰払　腰 真杉

小内刈小内刈小内刈小内刈

中出

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 石川

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝

技　有技　有技　有技　有

蒲生

小　田　敏　秀

(武工)

(武工)

隅　落隅　落隅　落隅　落

河島

8(科技)真　杉　修　吾

(北陸)伊　藤　裕　太

蒲生

石　川　雄　大

18

17

(敦賀)北　野　択　海

4(三国)

5

蒲　生　峻　也

15

6

高　波　巧　実

石　黒　裕　仁

3

(羽水)森　長　岳　志

7(丹南)田　中　宏亜希

(羽水)尾　崎　裕太郎

(藤島)

小　林　勇　太

(武生)

河　島　好　宏

(気比)

1(福井)福　島　寛　次

2(北陸)

(高志)

村　中　侯　盟

刀　根　耕　一

品　川　将　吾

石黒

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 小田

寺　岡　　　翼

中　出　駿　人

(浜水)田　中　志　洋

10(若東)

山　本　武　明

14

16(三国)

(敦賀)

13

11

福島

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 山本

福島

●男子個人試合【６６kg級】●男子個人試合【６６kg級】●男子個人試合【６６kg級】●男子個人試合【６６kg級】

腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固 福島

GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差 高波

腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固

GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差 福島

GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差 蒲生

技　有技　有技　有技　有

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 河島

（福井）

河島

山本

9

12

村上

久守

村上

22

24

21

払　腰払　腰払　腰払　腰

村上
後　　　昭　博 (藤島) 27

GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 後
谷　　　祐　介 (科技) 26

村　上　貴　行 (北陸) 28



田　中　　　晶 (丹南) 15

大　月　斎　豊 (藤島) 13

山　田　恭　兵

大　友　利　保 (鯖江) 14

松　井　悠　樹 (坂農) 11

(福井) 12

木　本　勢衣太 (浜水) 9

(羽水) 10小　林　清　人

砂　畑　秀　貴

岩　﨑　　　翼 (丸岡) 8

●男子個人試合【７３kg級】●男子個人試合【７３kg級】●男子個人試合【７３kg級】●男子個人試合【７３kg級】

田　嶋　壯一郎 (三国) 2

上　坂　亮　太 (武工) 1

大内返大内返大内返大内返

浅　野　健　二

(坂農) 7

(福井) 3

酒　井　直　紀 (鯖江) 5

岩　上　将　大 (藤島) 4

吉　川　幸　司 (鯖江) 6

上坂

山田

小林

GS有効GS有効GS有効GS有効

上坂

合　技合　技合　技合　技

有　効有　効有　効有　効

技　有技　有技　有技　有

浅野

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝

有　効有　効有　効有　効

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 山田

合　技合　技合　技合　技

隅　落隅　落隅　落隅　落

内　股内　股内　股内　股 木本

吉川

袈裟固袈裟固袈裟固袈裟固

背負投背負投背負投背負投

大友

上坂

木本

岩上

有　効有　効有　効有　効

八本木

八本木

八本木縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固

（北陸）
八本木

内　股内　股内　股内　股 櫻井

宮川

増田

増田GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差

西田

合　技合　技合　技合　技

(科技)

(藤島)

宮　川　湧　己 払　腰払　腰払　腰払　腰 櫻井

30
縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固

31

小木

32
合　技合　技合　技合　技

川越

合　技合　技合　技合　技

20

鈴本

小　木　翔　司 (坂農)

有　効有　効有　効有　効

27

28

内　股内　股内　股内　股
26

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝

29

齊　藤　有　輝 (三国) 25

伊　藤　琢　磨 (鯖江)

増　田　侑　矢 (福井)

鈴　本　拓　也 (浜水) 24

山　本　達　郎 (鯖江) 23

川　越　秀　佳 (気比)

(羽水) 22滝　波　肖太郎

21

八本木　光　司 (北陸) 17

西　田　大　輝 (春工) 19

山　東　敬　弘 (武生)

西　野　秀　平 (三国)

18

國　友　滉　仁 (鯖江)

16

小内返小内返小内返小内返 西田

技　有技　有技　有技　有

内　股内　股内　股内　股 山本

背負投背負投背負投背負投

背負投背負投背負投背負投 八本木

濱　野　真　也 (鯖江)

田　中　将　平 (丸岡)

前　田　啓　介

(敦賀)

松　﨑　隆　介

33

八本木

鈴本

肩　車肩　車肩　車肩　車

大外刈大外刈大外刈大外刈 増田

濱野

西田

内　股内　股内　股内　股 増田

払　腰払　腰払　腰払　腰

櫻　井　俊　輔 (羽水) 34

宮　川　湧　己 払　腰払　腰払　腰払　腰 櫻井(敦賀) 33



（北陸）

大外返大外返大外返大外返

（福井）

三角絞三角絞三角絞三角絞

橋　本　直　弥 (鯖江) 17

7

内　股内　股内　股内　股 島田

5(春工)

合　技合　技合　技合　技 吉田

14

飯　田　有　史 (三国) 15

(藤島) 16

曽　村　耕　平 (若狭) 10

山　田　貴　也 (丹南) 11

南　部　和　貴 (羽水) 8

山　内　雄　介 (敦賀) 9

●男子個人試合【８１kg級】●男子個人試合【８１kg級】●男子個人試合【８１kg級】●男子個人試合【８１kg級】

葛　野　泰　央 (鯖江) 2

片　桐　　　鵬 (気比) 7

野　坂　龍　太 (北陸) 6

袈裟固袈裟固袈裟固袈裟固

南　　　星　輝 (北陸) 1

京　谷　成　惇 (丹生) 3

嶋　田　賢　人 (若狭) 5

横四方固横四方固横四方固横四方固 南

合　技合　技合　技合　技 葛野

合　技合　技合　技合　技 南

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 嶋田

技　有技　有技　有技　有

道　端　泰　基 (科技) 4

野坂

横四方固横四方固横四方固横四方固 野坂

掬　投掬　投掬　投掬　投 野坂

合　技合　技合　技合　技 山内

GS僅差GS僅差GS僅差GS僅差 野坂

内　股内　股内　股内　股 曽村

GS技有GS技有GS技有GS技有 曽村

門　前　雄　大 (北陸) 12

大　西　　　稜 (春工) 13

畑　中　一　毅 (福井)
内　股内　股内　股内　股 曽村

有　効有　効有　効有　効 畑中

払　腰払　腰払　腰払　腰 門前

谷　落谷　落谷　落谷　落 畑中

GS有効GS有効GS有効GS有効 玉谷

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 玉谷

玉　谷　優　太

●男子個人試合【９０kg級】●男子個人試合【９０kg級】●男子個人試合【９０kg級】●男子個人試合【９０kg級】

島　田　佑　介 (福井) 1

奥　出　竜　騎 (武生) 18

岡　澤　魅　人 (北陸) 2

吉　田　圭　佑 (春工) 3 島田

増　澤　憲　紀 (坂農) 4
払　腰払　腰払　腰払　腰 中野

中　野　　　宏
払　腰払　腰払　腰払　腰 島田

桑　原　延　介 (羽水) 6
有　効有　効有　効有　効 坂井

坂　井　敬　将 (春工)

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 村中
阿　部　徳　哉 (北陸) 8 高野

高野

高　野　智　寛 (鯖江) 10

村　中　孝　次 (気比) 9



（福井）

有　効有　効有　効有　効

7

2

遠　藤　広　貴(福井)

南岡

田中

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 鈴本

内　田　光　昭(科技)

1

●男子個人試合【１００kg超級】●男子個人試合【１００kg超級】●男子個人試合【１００kg超級】●男子個人試合【１００kg超級】

(北陸)

3

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝

4

内　股内　股内　股内　股

沖　　　亮　輔

合　技合　技合　技合　技

田　中　智　也

南岡

南岡

2

奥　村　太　一(浜水) 5

テムーテン

田中

テムーレン (福井)

鈴　本　竜　太(福井)

●男子個人試合【１００kg級】●男子個人試合【１００kg級】●男子個人試合【１００kg級】●男子個人試合【１００kg級】

南　岡　　　誠(福井)

(気比)

肩　固肩　固肩　固肩　固

1

小外掛小外掛小外掛小外掛

8

6

勇　　　拓　希(武工)

吉　倉　正　倫(科技)

ヒシゲバヤル・トゥ
グスサイハン (福井) 3

大外刈大外刈大外刈大外刈 ﾋｼｹﾞﾊﾞﾔﾙ

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝 ﾋｼｹﾞﾊﾞﾔﾙ

大内刈大内刈大内刈大内刈

5(福井)

ﾋｼｹﾞﾊﾞﾔﾙ

浅　井　康　太(気比) 4

払　腰払　腰払　腰払　腰 島田

嶋　崎　竣　介(福井) 7

技　有技　有技　有技　有

島　田　裕　樹

高　嶋　卓　也(北陸) 6

水　澤　圭　大(福井) 9

東　　　秀　樹(武生) 8

高嶋

小外刈小外刈小外刈小外刈 ﾋｼｹﾞﾊﾞﾔﾙ
（福井）

横四方固横四方固横四方固横四方固 水澤

横四方固横四方固横四方固横四方固 高嶋


