
●　団体の部

福　　井 高等学校 北　　陸 高等学校 三　　国 高等学校 敦賀気比 高等学校

福　　井 高等学校 北　　陸 高等学校 敦　　賀 高等学校 高等学校

●　個人の部（体重別）
階級 優　勝　 学校名 準優勝 学校名 三位 学校名 三位 学校名

６０ｋｇ級 平鍋  達裕 （福井） 福田  雄基 （北陸） 遠山  値暁 （北陸） 中村  倖太郎 （福井）

６６ｋｇ級 斉藤  宏平 （気比） 吉岡  潤 （三国） 齋藤  大輔 （武生） 道場  良英 （北陸）

７３ｋｇ級 海邊  康成 （福井） 深水  悠嗣 （気比） 岸崎  洋大 （若狭） 渡辺  諒 （福井）

８１ｋｇ級 伊藤  祐輝 （藤島） ボルドバタ-ル  バヤンドゥーレン （福井） 礒谷  誠人 （若狭） 宮浦  淳 （福井）

９０ｋｇ級 岩堀  睦宗 （福井） 村田  佳紀 （北陸） 竹中  貴洋 （三国） 竹内  義裕 （三国）

１００ｋｇ級 中村  圭佑 （福井） 西出  裕哉 （北陸） 澤口  侑太 （気比） 牧田  竜太 （三国）

１００ｋｇ超級 北  将延 （福井） 里山  弘樹 （気比） 吉田  貴哉 （高志）

４８ｋｇ級 橋本  菜那 （北陸） 斉藤  優 （福井）

５２ｋｇ級 増田  彩花 （福井） 嶋本  愛弓 （若狭） 中村  葉子 （丹南）

５７ｋｇ級 嘉藤  美瑠 （敦賀） 野崎  美里 （気比） 藤井  晶子 （藤島） 多田  康穂 （藤島）

６３ｋｇ級 仲保  あかり （福井） 岩越  千佳 （福井） 向  玲奈 （北陸） 西村  実咲 （北陸）

７０ｋｇ級 山本  貴子 （敦賀） 青山  容子 （羽水）

７８ｋｇ級 前川  梨沙 （北陸） 鈴本  里美 （福井） 高田  可奈子 （鯖江）

７８ｋｇ超級 宗石  茉子 （福井）

●　個人の部(無差別・無段）
試合名 優　勝 学校名 準優勝 学校名 三位 学校名 三位 学校名

無差別級 伊藤  祐輝 （藤島） 岩堀  睦宗 （福井） 平鍋  達裕 （福井） ボルドバタ-ル  バヤンドゥーレン （福井）

無差別級 宗石  茉子 （福井） 岩越  千佳 （福井） 増田  彩花 （福井） 野崎  美里 （気比）

無段の部 吉田  貴哉 （高志） 小林  龍太郎 （科技） 山崎  裕哉 （科技） 大橋  太一 （丹南）

無段の部 増田  愛 （武生）

優　勝　 学校名 準優勝 学校名 三位 学校名

浦井  俊暉 （三国） 武長  諒 （敦賀） 藤井  晶子 （藤島）

吉岡  潤 （三国） 田辺  樹 （敦賀） 多田  康穂 （藤島）

田中  広樹 （若狭） 山崎  裕哉 （科技） 岸本  裕希 （武工）

古田  雄飛 （若狭） 小林  龍太郎 （科技） 山本  翔太 （武工）
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　優   　 勝　 準  優  勝 三     位 三     位
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