
男子５人制の部

選手 段位 年齢 身長 体重 出身校 出身府県

1 九州電力 監督 山本　泰三

先鋒 2 中島 淳 22 165 68 鳥栖工業高 福岡

次鋒 3 浦川 大生 27 170 85 日本大 福岡

中堅 2 荒木 海人 22 178 90 慶應義塾大 福岡

副将 4 七戸 虎 32 190 115 福岡大 沖縄

大将 3 宮本 康平 28 190 115 慶應義塾大 長崎

補欠 4 帆高 純平 32 175 85 山梨学院大 福岡

補欠 3 近藤 雅和 37 180 90 福岡大 大分

2 岐阜刑務所

先鋒

次鋒

中堅

副将

大将

補欠

補欠

3 国分自衛隊 監督 川内　晃

先鋒 3 有田 竜之介 28 175 73 国際武道大 東京都

次鋒 初 今村 朱利 19 178 105 柳ヶ浦高 鹿児島

中堅 3 福山 真悟 30 179 95 鹿児島工業高 鹿児島

副将 初 小原 健誠 20 166 81 鹿児島情報 鹿児島

大将 3 渡邉 裕太 32 173 82 岡山商科大 鹿児島

補欠 3 前川 将悟 27 177 90 鹿児島工業高 鹿児島

補欠 2 蜂須賀 学 23 174 77 鹿屋工業高 鹿児島

4 日本エースサポート 監督 藤猪　省太

先鋒 2 野上 廉太郎 23 174 73 筑波大 茨木県

次鋒 3 中島 大貴 22 177 123 東海大 大分県

中堅 2 小原 弘輝 25 173 90 筑波大 兵庫県

副将 2 上野 翔平 24 181 120 筑波大 石川県

大将 3 安達 健太 25 170 90 東海大 島根県

補欠 3 三井 大輝 28 173 73 国士館大 大阪府

補欠

5 大阪ガスＡ 監督 松本　邦彦

先鋒 3 門田 昇馬 25 171 70 天理大 兵庫

次鋒 3 井尾 和樹 27 170 78 岐阜大 岐阜

中堅 3 長谷川 樹希 23 180 94 甲南大 兵庫

副将 2 亀谷 嗣温 22 180 83 近畿大 兵庫

大将 初 辻本 智大 20 177 110 科学技術高 兵庫

補欠 4 磯川 章磨 31 178 100 岐阜大 岐阜

補欠 3 神明 翼 24 167 71 大阪経済大 大阪

6 大阪ガスＢ 監督 松本　邦彦

先鋒 初 求 泰地 19 165 72 履正社高 大阪

次鋒 2 山鹿 陽平 23 175 77 摂南高 大阪

中堅 初 小山 敬生 19 173 78 科学技術高 兵庫

副将 初 西 一樹 26 166 80 履正社高 兵庫

大将 初 若林 誠人 18 182 125 履正社高 大阪

補欠 初 吉田 尚郁 28 171 63 豊岡総合高 岐阜

補欠 2 城後 竜司 32 173 80 科学技術高 兵庫

7 興徳クリーナー 監督 片渕　一真

氏名

欠場



先鋒 2 砂田 将吾 24 180 95 大阪体育大 奈良

次鋒 3 秋田 滴 24 180 140 大阪体育大 大阪

中堅 3 平下 麟太郎 22 180 105 東海大 福岡

副将 2 近藤 樹 22 177 120 近畿大 兵庫

大将 3 釡石 康太 23 171 85 東海大 青森

補欠 3 那須 優一 25 175 70 大阪産業大 大阪

補欠 2 柴田 辰一郎 22 164 64 天理大 奈良

8 JR九州 監督 久冨　勝之

先鋒 3 矢野 大輝 23 173 73 桐蔭横浜大 福岡

次鋒 3 斗石 凜太郎 26 177 90 日本体育大 長崎

中堅 3 祝 貴之 26 170 90 福岡大 長崎

副将 3 東 幸尚 27 173 90 九州産業大 福岡

大将 2 浅田 英輝 25 174 81 福岡大 熊本

補欠 2 本田 貴英 27 191 100 福岡大 熊本

補欠 3 祝 貴之 26 170 90 福岡大 長崎

9 アドヴィックス 監督 大軒　英幸

先鋒 3 三村 暁之 26 175 95 明治大 岡山

次鋒 3 古川 裕煕 25 187 130 天理大 青森

中堅 3 田中 太基 24 166 80 天理大 兵庫

副将 3 磯村 亮太 23 178 120 国士館大 愛知

大将 4 菅原 健志 31 177 95 明治大 愛媛

補欠 3 田中 大勝 25 175 95 早稲田大 青森

補欠 3 小野 大樹 28 165 65 明治大 愛知

10 北熊本自衛隊 監督 田中　一生

先鋒 3 増岡 達也 29 170 90 鎮西高 熊本

次鋒 2 堀 隼輔 26 163 65 鎮西高 熊本

中堅 2 小嶋 楓 26 168 88 鎮西高 熊本

副将 3 金子 晃士 33 167 73 日本体育大 熊本

大将 初 髙野 悠人 23 172 75 鹿本高 熊本

補欠 2 下坂 空羅 20 174 85 鎮西高 熊本

補欠 2 大野 碧空 19 167 60 鎮西高 熊本

11 東レ 監督 西澤　昌樹

先鋒 3 中原 諒人 26 160 65 天理大 滋賀県

次鋒 3 内藤 竜生 25 177 90 近畿大 兵庫県

中堅 4 松倉 勇人 29 170 73 関西大 長野

副将 3 新井 滉燿 24 185 120 天理大 兵庫

大将 2 ﾊｯｻﾝ 始夢 21 173 90 村野工業高 兵庫

補欠

補欠

男子３人制の部

選手 段位 年齢 身長 体重 出身校 出身府県

1 兵庫県教員 監督 世古　大和

先鋒 4 細川 晋作 29 168 70 天理大 奈良

中堅 4 和氣 慎弥 28 173 76 天理大 大阪

大将 3 吉川 雄登 24 175 81 天理大 兵庫

補欠 5 世古 大和 33 175 86 天理大 滋賀

2 安川電機B 監督 粟　隆寛

先鋒 2 山口 将 23 176 85 戸畑工業高 福岡

中堅 3 手嶋 柾明 26 183 130 福岡大 福岡

大将 3 野口 祐弥 26 182 125 鹿屋体育大 福岡

氏名



補欠 初 永尾 亮汰 19 172 75 八幡工業高 福岡

3 協道会

先鋒

中堅

大将

補欠

4 三重刑務所

先鋒

中堅

大将

補欠

5 Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｏｒｏ 監督 廣井　清隆

先鋒 2 井上 慎司 25 168 85 京都学園高 京都

中堅 2 瀧川 駿 24 172 90 神戸国際大附属高 大阪

大将 2 廣井 克匡 24 168 73 京都学園高 大阪

補欠 3 文野 浩樹 25 178 68 大阪大 大阪

6 京都医健専門学校A 監督 湊谷　知幹

先鋒 初 石原 海渡 20 170 83 長野県中野立志舘高 京都

中堅 初 齊田 龍氣 18 175 65 京都外大西高 京都

大将 2 小瀧 嵩斗 19 177 76 近江高 滋賀

補欠 初 菅原 大樹 19 172 85 近江高 滋賀

7 豊田自動織機 監督 柴田　道秀

先鋒 2 増田 良生 20 180 90 名張高 大阪

中堅 4 八重樫 祐太 33 175 81 国士舘大 石川

大将 初 野々部 雅也 34 175 81 弥富高 愛知

補欠

8 東建大Ａ 監督 松田　哲也

先鋒 初 丸野 翔伍 18 171 98 柏原高 大阪

中堅 初 イビネワカネルソン 陽 23 185 110 沖縄尚学高 沖縄

大将 初 泉口 神 19 172 90 柏原高 大阪

補欠 3 譜久島 尊信 45 168 90 沖縄尚学高 沖縄

9 関西医療学園 監督 森岡　泰之

先鋒 初 西嶌 凌汰 19 171 67 清風高 大阪

中堅 2 小橋川 寿紀 23 173 87 大阪商業高 沖縄

大将 初 新子 大生 20 188 140 常翔学園高 大阪

補欠 初 堤　　 虎志 19 164 60 和歌山北高校

10 不二熱学サービス株式会社 監督 中出　知秀

先鋒 3 結城 汰一 24 175 73 天理大 福島

中堅 3 森部 篤知 23 177 90 天理大 三重

大将 3 城山 勝太郎 25 168 70 天理大 大阪

補欠 3 林 隼輝 26 165 66 天理大 奈良

11 吉川工業　A 監督 善明　康二

先鋒 2 木村 颯太 22 173 76 清和大 福岡

中堅 2 黒原 大輔 25 179 135 福岡大 宮崎

大将 2 内田 雄 25 170 102 九州国際大 山口

補欠 2 内藤 聡 18 173 90 鎮西 熊本

12 日本生命保険Ｃ 監督 柴田　宗輝

先鋒 3 徳永 一光 29 175 81 鹿屋体育大 愛媛

中堅 2 吉原　 大貴 28 170 80 早稲田大 福岡

大将 3 青木　 啓明 28 175 90 甲南大 香川

補欠

欠場

欠場



13 岡崎医療刑務所Ａ

先鋒

中堅

大将

補欠

14 トヨタ自動車Ａ 上原　貴志

先鋒 3 柿本 慎太郎 24 176 90 同志社大 兵庫

中堅 初 松永 達也 20 175 95 大垣日本大 岐阜

大将 2 日名子 隼輔 32 172 110 星城大 愛知

補欠

15 東レ 監督 西澤　昌樹

先鋒 3 大西 勇気 25 173 73 報徳学園高 兵庫

中堅 初 山本 義生 21 178 85 社高 兵庫

大将 2 小上 展寿 20 187 120 比叡山高 滋賀

補欠

16 アドヴィックス 監督 大軒　英幸

先鋒 4 前田 崚登 27 173 81 東洋大 愛知

中堅 4 圓山 泰雄 27 166 100 早稲田大 島根

大将 4 近藤 将太郎 30 178 95 関西学院大 愛知

補欠 2 田中 力也 26 175 105 大牟田高 熊本

17 戸髙鉱業社B 監督 細田　真史

先鋒 2 佐藤 周也 18 168 75 延岡学園高 東京

中堅 初 嶌田 恵介 22 175 100 国東高 大分

大将 2 村田 大起 18 171 110 杵築高 大分

補欠 2 安藤 慎平 25 175 120 広島国際大 大分

18 瀬田柔道会A 監督 内田　強

先鋒 2 井上 優吾 23 170 68 京都産業大 滋賀

中堅 5 平尾 譲一 34 180 81 中央大 滋賀

大将 4 奥村 将斗 28 180 100 近畿大 滋賀

補欠

19 明道館 監督 浦崎　晋平

先鋒 2 丸田 大樹 29 170 75 立命館大 鹿児島

中堅 5 浦崎 晋平 36 175 90 九州国際大 福岡

大将 3 益田 康平 30 163 75 東福岡高 福岡

補欠

20 ダイコロA 監督 吉薗　勇太

先鋒 4 前山 昌平 24 169 70 国士舘大 鹿児島

中堅 3 一ノ瀬 大暉 28 167 90 近畿大 和歌山

大将 2 小田 春樹 19 174 115 加藤学園高 静岡

補欠 初 平川 恭次 21 166 73 東海大学附属福岡高 福岡

21 戸髙鉱業社Ｃ 監督 髙橋　光一郎

先鋒 初 小仲 遼太郎 24 165 85 国東高 大分

中堅 2 崎村 徳樹 31 178 120 日田林工高 大分

大将 初 吉良 豪太 23 180 90 大分東明高 大分

補欠 初 佐藤 正崇 20 162 80 柳ヶ浦高 大分

22 東建大Ｂ 監督 松田　哲也

先鋒 2 呉屋 英毅 22 160 70 沖縄尚学高 沖縄

中堅 初 糸数 未来斗 19 160 62 沖縄尚学高 沖縄

大将 3 柿 歩夢 22 177 105 沖縄尚学高 沖縄

補欠 2 中村 ジェームス翔 24 185 110 沖縄尚学高 沖縄

23 吉川工業　B 監督 安達　大地

欠場



先鋒 2 工藤 健斗 18 175 80 延岡学園高 宮崎

中堅 2 樋口 憂一 22 170 80 豊国学園高 山口

大将 2 坂本 虎之介 20 167 83 豊国学園高 福岡

補欠 2 西山 天馬 19 179 100 若松高 福岡

24 ダイコロB 監督 吉薗　勇太

先鋒 2 手柴 宗一郎 24 167 68 日本体育大 福岡

中堅 2 清政 真人 22 162 68 神戸国際大学附属高 兵庫

大将 2 菅 太陽 20 168 85 鹿児島実業高 鹿児島

補欠 2 原田 良幸 22 162 65 大牟田高 福岡

京阪ＪＣ

先鋒

中堅

大将

補欠

26 岡崎医療刑務所Ｂ

先鋒

中堅

大将

補欠

27 イカイ九州 監督 武田　隆

先鋒 3 老野 晃平 25 165 65 東亜大 福岡

中堅 2 久恒 佑人 25 158 65 清和大 福岡

大将 3 田原 一摩 23 176 89 東亜大 山口

補欠 2 則松 海陸 20 165 87 三井高校 福岡

28 日本生命保険Ｂ 監督 柴田　宗輝

先鋒 4 長尾　 崇文 24 170 65 日本体育大 香川

中堅 2 宇口　 宗汰 23 175 74 甲南大 大阪

大将 3 巣山　 太智 23 162 65 日本体育大 長野

補欠

29 安川電機A 監督 岡野　直樹

先鋒 2 井筒 淳人 25 166 68 八幡工業高 福岡

中堅 2 平﨑 省吾 25 178 102 鹿屋体育大 大分

大将 4 中野 隆成 26 178 102 北九州市立大 徳島

補欠 2 池 亮一郎 21 172 75 八幡工業高 福岡

30 JR九州 監督 久冨　勝之

先鋒 3 松原 悠 29 170 73 福岡大 福岡

中堅 2 座波 吉平 27 170 81 福岡大 沖縄

大将 2 植田 祐太 26 170 90 名城大 大分

補欠 2 山田 匠 28 167 73 日本体育大 福岡

31 日本生命保険Ａ 監督 柴田　宗輝

先鋒 2 北村 翔 26 168 66 鹿屋体育 熊本

中堅 2 田上　 英也 24 176 85 鹿屋体育 兵庫

大将 2 田中　 和輝 27 166 93 天理大 京都

補欠

31 日本製鉄 監督 落合　幸治

先鋒 2 大橋 賢人 26 171 90 筑波大 千葉

中堅 3 西山 瑠星 24 170 90 大牟田高 大阪

大将 3 黒岩 貴信 29 193 135 筑波大 福岡

補欠 4 田中 大貴 30 179 123 国士館大 岐阜

33 瀬田柔道会B 監督 内田　強

先鋒 2 大谷 佳右 19 165 65 瀬田工業航 滋賀

欠場

欠場



中堅 4 谷本 晃 49 173 73 岡山大 兵庫

大将 2 藤塚 大毅 23 185 110 龍谷大 兵庫

補欠

34 トヨタ自動車Ｂ 監督 檀上　竜二

先鋒 2 橋本 弥勇汰 20 164 70 星城高 愛知

中堅 初 山室 航 22 176 85 鹿本高 熊本

大将 3 倉田 竜幸 33 170 100 碧南工業高 愛知

補欠

35 吉川工業　C 監督 坂尾　和英

先鋒 2 山路 大河 22 163 73 清和大 福岡

中堅 初 清水 智也 20 183 104 豊国学園高 福岡

大将 2 今泉 隼人 24 175 145 日本文理大 佐賀

補欠 初 渡邊 亮太 19 177 81 日田林工業高 大分

36 九電工 林　直士

先鋒 初 上利 亮 20 170 60 日章学園高 宮崎

中堅 3 下山 和哉 24 170 75 中央大 福岡

大将 3 波多江 純平 33 175 110 福岡大 福岡

補欠 3 中島 大勝 34 175 110 天理大 佐賀

37 京都医健専門学校B 監督 打味　裕子

先鋒 2 河上 正義 31 172 60 日生第3高 岡山

中堅 2 中野 翔太 23 181 78 鳴戸渦潮高 徳島

大将 2 西山 賢成 26 180 85 クラーク記念国際高 京都

補欠 4 埴岡 孝之 39 167 85 大谷大学短期大学 京都

38 学柔館

先鋒

欠場



中堅

大将

補欠

39 ＯＧＡＷＡ警備 監督 小川　貴則

先鋒 3 松永 昂大 25 170 70 東海大 大阪

中堅 2 奥本 将之介 26 170 90 近畿大 大阪

大将 初 高橋 裕介 26 175 100 大阪産業大 和歌山

補欠 2 中山 隼志 25 170 70 札幌大 北海道

40 戸髙鉱業社A 監督 細田　真史

先鋒 2 岩永 修平 27 175 90 日本体育大 大分

中堅 3 村岡 大潤 31 165 100 延岡学園高 宮崎

大将 3 西岡 嵩光 31 185 120 日本文理大 大分

補欠 3 後藤 悟志 30 183 85 日本文理大 大分

女子の部

選手 段位 年齢 身長 体重 出身校 出身府県

1 JR九州 監督 只野　真梨枝

先鋒 3 松下 沙都 25 160 57 金沢学院大 和歌山

中堅 3 飯野 鈴々 25 165 63 鹿屋体育大 福岡

大将 4 安松 春香 30 164 70 環太平洋大 大分

補欠 2 友清 あかり 26 167 78 環太平洋大 宮崎

2 吉川工業 監督 善明　康二

先鋒 初 澤村 優依 19 153 57 鞍手竜徳高 福岡

中堅 3 白坂 美奈代 23 158 70 福岡工業大 宮崎

大将 3 網内 菜々子 24 165 70 九州共立大 福岡

補欠

3 トヨタ自動車 監督 上原　貴志

先鋒 2 豊島 日向子 24 162 54 愛知黎明高 愛知

中堅 初 石原 涼葉 18 158 57 名張高 愛知

大将 初 萩田 紗安香 20 160 57 愛知黎明高 愛知

補欠

4 アドヴィックス 監督 木戸　清孝

先鋒 3 黒木 七都美 24 160 57 龍谷大 愛知

中堅 3 冨田 彩加 24 170 78 龍谷大 愛知

大将 3 中江 美裕 24 166 70 筑波大 愛知

補欠 3 渡邊 聖未 25 170 63 早稲田大 山梨

氏名

欠場


