
●　個人の部

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  たいせい なかみち  みお かわもと  ゆきなが いわや  こうた

６０ｋｇ級 宮田  大聖 （福井） 中道  弥旺 （北陸） 川元  幸長 （福井） 岩谷  航汰 （北陸）

なまいざわ  ゆうと かねもと  こうせい かわしま  ゆうせい たなか  ゆうと

６６ｋｇ級 生井沢  悠斗 （福井） 金本  康生 （北陸） 川島  悠誠 （敦賀） 田中  悠登 （敦賀）

きむら  ぎんじ ふるかわ  ゆうと みやなが  あゆむ ひらき  こうが

７３ｋｇ級 木村  銀次 （福井） 古川  優人 （福井） 宮永  歩 （藤島） 開  豪雅 （北陸）

むねひろ  たいが たに  しゅんた くわじま  かずほ きたむら  りゅうや

８１ｋｇ級 宗廣  泰河 （福井） 谷  駿太 （福井） 桒島  和帆 （藤島） 北村  竜也 （若狭）

ひらもと  たく はらだ  もりひろ いしもと  せいや おかやま  りょうへい

無差別級 平本  大空 （北陸） 原田  盛弘 （北陸） 石本  晶也 （敦賀） 岡山  僚兵 （北陸）

さの  ゆきな まつだ  ゆづき #N/A #N/A

４８ｋｇ級 佐野  幸凪 （三国） 松田  佑月 （敦賀）

いがらし  りあ たかしま  みゆ にしじま  あい かわぐち  みづき

５２ｋｇ級 五十嵐  梨亜 （福井） 髙島  心結 （科技） 西島  愛 （敦賀） 川口  みづき （北陸）

つちだ  もえ #N/A #N/A #N/A

５７ｋｇ級 土田  萌生 （敦賀）

おおむら  のの #N/A #N/A #N/A

６３ｋｇ級 大村  望乃 （北陸）

はっとり  あんな #N/A #N/A #N/A

無差別級 服部  杏菜 （福井）
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●男子個人試合【６０kg級】

宮田  大聖 （福井）1

新屋  史月 （若狭）2
背負投 宮田

不戦勝 新屋

石田  伶至 （気比）3 合技 宮田

小堀  翔大 （敦賀）4

腕挫十字固 川元

川元  幸長 （福井）5

合技 宮田

岩谷  航汰 （北陸）6

不戦勝 岩谷

松田  龍成 （若狭）7

新谷  海登 （若狭）8
三角絞 中道

不戦勝 新谷

井本  幸輝 （気比）9
送襟絞 中道

中道  弥旺 （北陸）10



●男子個人試合【６６kg級】

生井沢  悠斗（福井）1

高野  晴輝 （武工）2
合技 生井沢

内股 立花

立花  康太 （北陸）3

ＧＳ内股 生井沢

大瀬  千空 （若狭）4

不戦勝 大瀬

岩見  悠叶 （福井）5
一本背負投 川島

川島  悠誠 （敦賀）6

技有 生井沢

黒川  真之介（福井）7

田中

合技 田中

田中  悠登

小林  真優 （科技）8
技有

金本

尾島  俊太 （藤島）10

僅差 尾島

縦四方固 金本

（敦賀）9

合技

金本  康生 （北陸）12

海  幹明 （羽水）11



●男子個人試合【７３kg級】

木村  銀次 （福井）1

定政  智也 （鯖江）2
合技 木村

ＧＳ技有 上坂

上坂  政人 （北陸）3 背負投 木村

松本  琉蒼 （坂井）4

ＧＳ一本背負投 宮永

宮永  歩 （藤島）5

古川  優人 （福井）6
木村

髙橋  虎大郎（敦賀）7
送襟絞 古川

内股 髙橋

上四方固

浅井  良 （鯖江）8

背負投 古川

竹越  友哉 （科技）9

不戦勝 竹越

平佐  蒼太 （気比）10
技有 開

開  豪雅 （北陸）11



●男子個人試合【８１kg級】

宗廣  泰河 （福井）1

桒島  和帆 （藤島）2
合技 宗廣

合技 桑島

原  優太郎 （気比）3

宗廣

不戦勝 谷

谷  駿太

月田  好誠 （北陸）4
技有

ＧＳ僅差 谷

矢田  凜 （気比）6

不戦勝 北村

（福井）5

北村  竜也 （若狭）7



●男子個人試合【無差別級】

原田  盛弘 （北陸）1

伊藤  叶人 （福井）2
合技 原田

不戦勝 田邊

田邊  大貴 （武工）3
ＧＳ僅差

5

大瀧  智滉 （福井）6
ＧＳ僅差

原田

東  寛二 （気比）4

不戦勝 アリウンボルド　アリウンエルデネ

アリウンボルド  アリウンエルデネ（福井）

原田

真砂  康希 （北陸）7
合技 大瀧

合技 島田

島田  陽翔 （福井）8

ＧＳ技有 岡山

松本  泰知 （若狭）9
不戦勝

岡山

岡山  僚兵 （北陸）11

技有

花澤

花澤  真輝 （福井）10
ＧＳ僅差

石本

不戦勝 石本

石本  晶也 （敦賀）14

技有

平本

岡田  勇気 （北陸）12

上口  彪覇 （福井）13
反則勝

16
ＧＳ僅差 江藤

江藤  賢吾 （福井）17

石本

小森  悠生 （鯖江）15

内股 冨永

冨永  拓真 （福井）

（福井）19

小林  知生 （藤島）20

払　腰 平本

平本  大空 （北陸）18

大内刈 平本

井上  大空矢

道林  優汰 （福井）22

足払 平本

払　腰 林

林  空良 （北陸）21
ＧＳ僅差 道林



●女子個人試合【４８kg級】

●女子個人試合【５２kg級】

●女子個人試合【５７kg級】

●女子個人試合【６３kg級】

●女子個人試合【無差別級】

佐野

松田  佑月 （敦賀）2

佐野  幸凪 （三国）1

内股

西島  愛 （敦賀）1

五十嵐  梨亜 （福井）2
僅差 五十嵐

合技 五十嵐

和田  奈乃葉 （敦賀）3

内股 五十嵐

髙島  心結 （科技）4

合技 高島

佐々木  美羽 （敦賀）5
反則勝 高島

川口  みづき （北陸）6

大村  望乃 （北陸）1 大村

土田  萌生 （敦賀）1 土田

服部  杏菜 （福井）1 服部


