
　

階級 優　勝　 学校名 準優勝 学校名 三位 学校名 三位 学校名
みやた けんさく みやた たいせい なかみち みお たけうち ぎんが

６０ｋｇ級 18 人 宮田  賢作 （福井） 宮田  大聖 （福井） 中道  弥旺 （北陸） 竹内  銀河 （福井）

よしだ そうた なまいざわ ゆうと あらたに ゆうた やました だいすけ

６６ｋｇ級 15 人 吉田  壮汰 （福井） 生井沢  悠斗 （福井） 荒谷  優太 （福井） 山下  大輔 （福井）

つちだ かいや たがき ゆうま きむら ぎんじ かみじょう ひゅうま

７３ｋｇ級 21 人 土田  海也 （福井） 田垣  宙真 （福井） 木村  銀次 （福井） 上條  彪眞 （福井）

むねひろ とらい はやし かつき よこやま しょうた はなざわ こうしろう

８１ｋｇ級 15 人 宗廣  杜頼 （福井） 林  克樹 （福井） 横山  昇汰 （福井） 花澤  光支朗 （福井）

つねかげ しりゅう かげやま ゆうや たけうち ゆうた ひだ まひろ

９０ｋｇ級 18 人 常陰  司竜 （福井） 景山  裕也 （福井） 竹内  悠太 （三国） 樋田  真優 （三国）

さかい こうき しろした かずき いたや れお うちだ よしき

１００ｋｇ級 7 人 酒井  晃輝 （福井） 城下  和樹 （北陸） 板谷  怜映 （敦賀） 内田  吉紀 （鯖江）

いがらし しょうや とみた たけし ばやさがらん とぅぐるどぅる

１００ｋｇ超級 7 人 五十嵐  翔也 （福井） 冨田  赳司 （福井） ﾊﾞﾔｻｶﾞﾗﾝ  ﾄｩｸﾞﾙﾄﾞｩﾙ （福井）

はしもと  あかり まえだ  みゆ こぼり  くう まつうら  ひなの

４８ｋｇ級 5 人 橋本  亜香里 （福井） 前田  美優 （福井） 小堀  空右 （福井） 松浦  雛乃 （敦賀）

まえがわ  なつみ こぼり  ふう はまさき  なつめ かわもり  ふたば

５２ｋｇ級 4 人 前川  夏海 （福井） 小堀  風宇 （敦賀） 濱崎  なつめ （北陸） 川森  双葉 （三国）

さかぐち  ちお たなか  あやか つじむら  ゆうき

５７ｋｇ級 4 人 坂口  千桜 （敦賀） 田中  絢香 （気比） 辻村  優希 （福井）

かわぐち  まほ たなか  いずみ いちせ  まゆ

６３ｋｇ級 3 人 川口  真穂 （北陸） 田中  泉弥 （敦賀） 一瀬  麻由 （北陸）

かわかみ  ちか

７０ｋｇ級 1 人 川上  智加 （北陸）

さとう  らあな はっとり  あんな ささき  せいな

７８ｋｇ級 3 人 佐藤  蘭菜 （敦賀） 服部  杏菜 （福井） 佐々木  星菜 （北陸）

ふわ  まなみ にしの  まりん

７８ｋｇ超級 2 人 不破  愛実 （北陸） 西野  麻鈴 （敦賀）
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