
●　団体の部

北　　陸 高等学校 福　　井 高等学校 敦　　賀 高等学校 三　　国 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

やまもと  だいき わくい  まさと こいずみ  かずき ますだ  しゅんや

６０ｋｇ級 19 人 山本  大生 （福井） 和久井  将統 （北陸） 小泉  和希 （福井） 増田  峻也 （武生）
いそみ  こうき よしむら  かづあき たかぎ  かずき なかがわ  はるとも

６６ｋｇ級 12 人 礒見  恒樹 （北陸） 吉村  箇晃 （藤島） 髙木  一起 （武生） 中川  晴智 （羽水）
もり  こうき ながせ  こうのすけ いわさき  いちた たにもと  こうしろう

７３ｋｇ級 11 人 森  恒輝 （福井） 長清  晃之輔 （北陸） 岩崎  一太 （三国） 谷本  恒志郎 （三国）
くらうち  てった とね  たくや おおむら  そういちろう さかい  しゅう

８１ｋｇ級 13 人 倉内  哲汰 （北陸） 利根  琢也 （福井） 大村  颯一郎 （北陸） 酒井  柊 （坂井）
ますい  ゆうじ かわかみ  まさき たなか  あつき ちかば  はやて

９０ｋｇ級 12 人 増井  裕治 （敦賀） 川上  真輝 （北陸） 田中  敦基 （藤島） 近葉  颯 （坂井）
にしお  りょう みずおち  もとき むねいし  ただあき ひがしむら  たかきよ

１００ｋｇ級 8 人 西尾  崚 （北陸） 水落  基貴 （福井） 宗石  忠士 （福井） 東村  髙清 （坂井）

きた  こうへい こぎ  しゅうた

１００ｋｇ超級 2 人 北  康平 （福井） 小木  秀太 （武工）
なかがわ  れいあ

４８ｋｇ級 1 人 中川  麗亜 （敦賀）
やまだ  みさき あきやま  ひとな

５２ｋｇ級 2 人 山田  海咲 （福井） 秋山  史菜 （若狭）
よこやま  かな うの  かなで

５７ｋｇ級 2 人 横山  佳奈 （福井） 宇野  奏 （敦賀）
ふじい  さくら きたばやし  かなえ うえの  なな

６３ｋｇ級 3 人 藤井  さくら （福井） 北林  叶江 （北陸） 上野  なな （敦賀）
よねざわ  りな なかだ  みのり いわもと  ちあき

７０ｋｇ級 3 人 米澤  里菜 （北陸） 中田  美徳 （福井） 岩本  智亜樹 （北陸）
とみた  あんじゅ

７８ｋｇ級 1 人 冨田  杏樹 （福井）
いとう  まりあ みつや  まやの

７８ｋｇ超級 2 人 伊藤  まりあ （福井） 三屋  茉弥乃 （勝山）

●　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

とね  たくや きた  こうへい はらだ  ひろふみ ますい  ゆうじ

無差別級 57 人 利根  琢也 （福井） 北  康平 （福井） 原田  啓史 （敦賀） 増井  裕治 （敦賀）
いとう  まりあ とみた  あんじゅ ふじい  さくら よねざわ  りな

無差別級 13 人 伊藤  まりあ （福井） 冨田  杏樹 （福井） 藤井  さくら （福井） 米澤  里菜 （北陸）
はんだ  りょう やまぐち  れい やまもと  なおき だいどう  つばさ

無段の部 13 人 半田  瞭 （丸岡） 山口  黎 （鯖江） 山本  直輝 （鯖江） 大道  翼 （敦賀）

部門 優　勝　 学校名 準優勝 学校名 三位 学校名

大村  颯一郎 （北陸） 増井  裕治 （敦賀） 鰐渕  湧太 （北陸）

川上  真輝 （北陸） 田中  美希弥 （敦賀） 和久井  将統 （北陸）

山口  黎 （鯖江）

山本  直輝 （鯖江）
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