
軽量級 中量級 軽重量級 重量級
釧路景雲
（釧路）

大　　　野
（渡島）

大　　　野
（渡島）

遠　　　軽
（網走）

古　　　平
（後志）

古　　　平 佐藤　芳徳 林　　正明 佐藤　一史
（後志） （芽室） （余市西） （美瑛）

釧路共栄 小　　　林 木　　　村 野村　幸生
（釧路） （岩内第一） （浦幌） （旭川北都）

釧路共栄 大谷　政美 中　　　川 若山　英央
（釧路） （中札内） （赤平平岸） （釧路共栄）

釧路共栄 越野　忠則 橋本　　巧 浜田　浩一
（釧路） （白糠） （中札内） （釧路共栄）

釧路共栄 伊丸岡文和 鷲見　秀継 北山　貴士 土田　　博
（釧路） （上川） （士別） （釧路共栄） （小樽北山）

釧路共栄 佐竹　英昭 稲岡　智哉 菅野　康一 逢坂　靖浩
（釧路） （中札内） （釧路共栄） （釧路共栄） （札幌札苗）

清　　　水 畠山　謙二 綾　　省治 鎌田　雅之 柏原　麿徳
（十勝） （枝幸） （長万部） （清水） （釧路共栄）

上　士　幌 末沢　健一 綾　　省治 千葉　和則 佐藤　哲也
（十勝） （旭川東陽） （長万部） （札幌発寒） （釧路共栄）

中　札　内 村上　　健 佐々木康成 藪内　哲也 国分　盛基
（十勝） （羽幌） （余市東） （遠軽） （士別南）

中　札　内 石川　英明 川島　嘉徳 斉藤　匡敏 纐纈　明久
（十勝） （函館的場） （中札内） （深川一巳） （上士幌）

中　札　内 吉田　　忍 藤沢　哲也 水見　秀紀 笹村　直幸
（十勝） （中札内） （芽室） （札幌羊丘） （帯広第一）

中　札　内 伊藤　秀典 道見　友宏 水見　秀紀 諸橋　信武
（十勝） （札幌上野幌） （中札内） （札幌羊丘） （森）

大西　　淳 大竹　正亮 佐藤　泰男 米沢　大輔
中　札　内 （南幌） （旭川永山） （中札内） （函館本通）

（十勝） 佐藤　直子 伊藤由香里 元木　裕子 澤向ゆかり
（旭川永山） （新得） （中札内） （北教大附属釧路）

紺谷　大樹 寺井　卓哉 中山　　修 清水　隆博
中　札　内 （釧路共栄） （中札内） （中札内） （中札内）

（十勝） 佐藤　慎子 若狭　美樹 上野　雅恵 向田　聖美
（旭川永山） （函館鱒川） （旭川六合） （幕別札内）
佐藤　博昭 寺井　卓哉 斎藤　制剛 支倉　　敦

札幌北白石 （鹿部） （中札内） （札幌北白石） （旭川緑ヶ丘）
（札幌） 佐藤　慎子 有櫛　志保 柴田沙也加 上野　雅恵

（旭川永山） （登別鷲別） （北見北） （旭川六合）
木村　勇太 斎藤　順道 太田　博基 納村　孝志

中　札　内 （登別鷲別） （札幌北白石） （中札内） （深川一巳）
（十勝） 桑田　由香 相原　美樹 佐藤　和枝 上野　雅恵

（旭川永山） （旭川永山） （旭川永山） （旭川六合）
菅原　英之 大川　昌也 岩寺　秀樹 杉原　知己

中　札　内 （釧路景雲） （中札内） （中札内） （中札内）
（十勝） 藪下　由香 相原　美樹 佐藤　和枝 横溝　早苗

（旭川忠和） （旭川永山） （旭川永山） （旭川永山）

22 平成６ 釧　路

20 平成４ 静　内

21 平成５ 苫小牧

18 平成２ 上　磯

19 平成３ 網　走

16 昭和63 虻　田

17 平成元 余　市

14 昭和61 札　幌

15 昭和62 美　瑛

12 昭和59 深　川

13 昭和60 余　市

10 昭和57 恵　庭

11 昭和58 釧　路

8 昭和55 札　幌

9 昭和56 旭　川

6 昭和53 室　蘭

7 昭和54 八　雲

4 昭和51 余　市

5 昭和52 函　館

2 昭和49 旭　川

3 昭和50 室　蘭

北海道中学校柔道大会優勝者一覧
回 年度 開催地 団体優勝校

個　　人

1 昭和48 札　幌



武藤　耕太 佐藤　秀典 菊池　宣行 長利　功三
東海大四付 （東海大四付） （釧路景雲） （旭川永山） （東海大四付）

（札幌） 渡部　晴美 相原　美樹 黒川　久美 伊藤　麻名
（新得） （旭川永山） （平取） （釧路桜ヶ丘）

武藤　耕太 林　　広喜 西川　和気 赤井　泰文
旭川永山 （東海大四付） （士別） （士別） （門別富川）
（上川） 倉持亜佐美 上野　順恵 佐藤　厚美 湊　　美保

（旭川永山） （旭川六合） （浜頓別） （函館桐花）
村瀬　計登 千嶋　雅己 武藤　力也 刀祢　健二

東海大四付 （北見東陵） （東海大四付） （旭川永山） （東海大四付）
（札幌） 倉持亜佐美 佐藤　愛子 上野　順恵 小松　　瞳

（旭川永山） （旭川緑ヶ丘） （旭川六合） （旭川永山）
旭川永山 坂本　雄太 千嶋　雅己 中市　洋徳 品田　誠一
（上川） （旭川永山） （東海大四付） （白老萩野） （東海大四付）

愛　　　別 佐藤　佳江 佐藤　愛子 上野　順恵 菊地　希依
（上川） （旭川永山） （旭川緑ヶ丘） （旭川六合） （根室柏陵）

55kg級 65kg級 78kg級 78kg超級
熊田耕太郎 佐藤　秀真 武藤　力也 中市　洋徳

（札幌） （札幌新川） （旭川永山） （旭川永山） （白老萩野）
48kg級 52kg級 56kg級 56kg超級

出戸　美保 鉢呂　愛奈 工藤　睦子 斎藤　智恵
（上川） （愛別） （愛別） （札幌東月寒） （札幌北白石）

55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
田中　郁弥 佐々木　大 一戸正太郎 宗片　良介

士別南 （士別南） （岩見沢光陵） （札幌福井野） （旭川永山）
（上川） 81kg級 90kg級 90kg超級

渋田　尚寿 木村　悠哉 平井　　信
（室蘭東） （東海大四付） （東海大四付）
44kg級 48kg級 52kg級 57kg級

森本奈々美 出戸　美保 構口　愛美 工藤　睦子
釧路武佐 （札幌八軒） （愛別） （知内） （札幌東月寒）
（釧路） 63kg級 70kg級 70kg超級

天野　摩美 児山　沙月 佐藤　雅美
（苫小牧沼ノ端） （深川） （深川）

55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
佐藤進太郎 高橋　卓也 杉本　侑弥 小蔵　將史

東海大四付 （深川） （上川） （札幌新陵） （函館北）
（札幌） 81kg級 90kg級 90kg超級

渋田　尚寿 森山　祐輔 葛西　直樹
（室蘭東） （旭川永山） （登別緑陽）
44kg級 48kg級 52kg級 57kg級

森本奈々美 長谷　聡美 内田　有菜 加納　小雪
旭川春光台 （札幌八軒） （北見北光） （北教大附属釧路） （釧路緑陵）

（上川） 63kg級 70kg級 70kg超級
天野　摩美 児山　沙月 栗原　　唯
（苫小牧沼ノ端） （深川） （札幌羊丘）

28 平成12 根　室

29 平成13 士　別

25 平成９ 札　幌

26 平成10

27 平成11 室　蘭

東海大四付

愛　　　別

鹿　部

23 平成７ 稚　内

24 平成８ 蘭　越



55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
慶長　真人 成田　亘児 長部　淳哉 鈴木　洋輝

東海大四付 （札幌前田） （知内） （比布） （当麻）
（札幌） 81kg級 90kg級 90kg超級

大城　　斉 二階堂大輔 櫻井　秀樹
（東海大四付） （札幌元町） （東海大四付）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
森本奈々美 渡邊百合華 加納　小雪 上野　巴恵

旭川春光台 （札幌八軒） （旭川緑ヶ丘） （釧路緑陵） （旭川六合）
（上川） 63kg級 70kg級 70kg超級

天野　摩美 佐藤　晴香 川島巴瑠菜
（苫小牧沼ノ端） （岩見沢明成） （旭川春光台）

55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
松中　俊樹 長谷　貴大 松田優太郎 相馬　明仁

旭川永山 （旭川北星） （北見北光） （旭川北星） （札幌前田）
（上川） 81kg級 90kg級 90kg超級

秋元　　鷹 近藤聡一郎 山部　一樹
（旭川永山） （札幌白石） （札幌東栄）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
森本明日美 磯野　弥生 岡本　尚子 上野　巴恵

旭川春光台 （札幌八軒） （登別西陵） （北教大附属旭川） （旭川六合）
（上川） 63kg級 70kg級 70kg超級

前田はるか 山部　佳苗 川島巴瑠菜
（北広島広葉） （札幌東栄） （旭川春光台）

55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
松中　俊樹 佐藤　卓哉 酒井　心平 山口　真史

東海大四付 （旭川北星） （登別西陵） （北見高栄） （札幌白石）
（札幌） 81kg級 90kg級 90kg超級

中原　浩太 池上　洋平 井野　裕史
（札幌あやめ野） （東海大四付） （興部沙留）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
森本明日美 田畑　千舞 上森まりな 高島　慧巳

札幌白石 （札幌八軒） （北広島広葉） （札幌白石） （札幌前田）
（札幌） 63kg級 70kg級 70kg超級

上野　巴恵 山部　佳苗 二階堂智美
（旭川六合） （札幌東栄） （札幌元町）

55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
中村　俊文 野村　綾哉 寺西　　亮 山形　優斗

旭川永山 （旭川永山） （東海大四） （旭川永山） （南幌）
（上川） 81kg級 90kg級 90kg超級

笹原　良介 高橋　良介 野村　幸汰
（清水御影） （旭川永山） （札幌北陽）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
松下いずみ 田村明日実 近藤沙也加 中村　玲美

紋　　別 （深川） （旭川緑が丘） （札幌白石） （北広島緑陽）
（網走） 63kg級 70kg級 70kg超級

薩川　美咲 山部　佳苗 前谷　真歩
（北見北） （札幌東栄） （紋別）
55kg級 60kg級 66kg級 73kg級

千田　聖也 鯖江　智幸 芳賀　将志 清水　大樹
登別鷲別 （白老） （広尾） （広尾） （登別鷲別）
（胆振） 81kg級 90kg級 90kg超級

加藤　大志 後藤　直貴 野村　幸汰
（広尾） （登別鷲別） （札幌北陽）
44kg級 48kg級 52kg級 57kg級

松下いずみ 尾田あかね 岡本　典子 中村　玲美
伊　　達 （深川） （岩見沢光陵） （道教大附旭川） （北広島緑陽）
（胆振） 63kg級 70kg級 70kg超級

古川　理緒 田上　詩乃 渡辺なつみ
（幕別札内東） （伊達） （旭川東鷹栖）

34 平成18 稚内

33 平成17 厚沢部

30 平成14 札　幌

31 平成15 深　川

32 平成16 小　樽



55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
伊勢　将真 倉部愛一朗 野際　純樹 髙廣　大輝

旭川永山 （登別鷲別） （札幌手稲） （広尾） （旭川春光台）
（上川） 81kg級 90kg級 90kg超級

丸山　哲嗣 千葉真太郎 伊藤　重徳
（当別） （南幌） （下川）
44kg級 48kg級 52kg級 57kg級

松下いずみ 枡澤　真侑 尾田あかね 村川　香蓮
旭川春光台 （深川） （札幌星置） （岩見沢光陵） （帯広緑園）

（上川） 63kg級 70kg級 70kg超級
古川　理緒 野田和香奈 廣海　共美

（幕別札内東） （札幌稲穂） （札幌）
55kg級 60kg級 66kg級 73kg級

林　　浩平 浅田　健太 三上　　悟 髙廣　大輝
旭川永山 （帯広第二） （北見北） （登別鷲別） （旭川春光台）
（上川） 81kg級 90kg級 90kg超級

野際　純樹 折笠　竣哉 佐藤　和樹
（広尾） （広尾） （旭川永山）
44kg級 48kg級 52kg級 57kg級

玉置　　桃 竹内　文果 関　花菜子 園部　桃子
旭川永山 （岩見沢光陵） （札幌稲陵） （札幌琴似） （旭川永山）
（上川） 63kg級 70kg級 70kg超級

吉岡　優里 深川　綾乃 大内さおり
（旭川永山） （旭川六合） （釧路北）

55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
大道祐二郎 林　　浩平 山本　悠司 佐藤　正章

音更緑南 （音更緑南） （帯広第二） （池田） （旭川永山）
（十勝） 81kg級 90kg級 90kg超級

安達　裕助 柴野　秀太 吉田　幸平
（札幌篠路） （札幌手稲東） （音更緑南）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
堤　　詩保 玉置　　桃 関　花菜子 園部　桃子

岩見沢光陵 （登別鷲別） （岩見沢光陵） （札幌琴似） （旭川永山）
（空知） 63kg級 70kg級 70kg超級

伊藤なごみ 茶畑麻里菜 佐藤　杏香
（岩見沢光陵） （旭川明星） （旭川永山）

55kg級 60kg級 66kg級 73kg級
青木　聖馬 浅利　昌哉 鎌田　魁翔 山本　悠司

旭川永山 （音更緑南） （東海大四） （札幌札苗北） （池田）
（上川） 81kg級 90kg級 90kg超級

麻下拳太郎 鈴木　梢太 山下　健介
（札幌屯田北） （士別） （名寄東）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
田中　小晴 勝木　陽菜 佐藤　佳奈 西　いこい

旭川永山 （池田） （札幌札苗） （旭川永山） （東海大四）
（上川） 63kg級 70kg級 70kg超級

帯川　優華 佐藤　杏香 帯川　　蘭
（旭川永山） （旭川永山） （岩見沢豊）

50kg級 55kg級 60kg級 66kg級
秋山　翔太 西野　　匠 永岡　　樹 鎌田　魁翔

札幌札苗北 （札幌屯田北） （平取） （美唄東） （札幌札苗北）
（札幌） 73kg級 81kg級 90kg級 90kg超級

渡辺　大地 今城　祐也 佐々木諄貴 小澤　悠貴
（旭川永山） （新ひだか静内） （札幌札苗北） （旭川）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
田中　佑歩 濱下　優菜 上畠　夏海 中島　璃久

旭川永山 （池田） （浜頓別） （小樽銭函） （白糠茶路）
（上川） 63kg級 70kg級 70kg超級

石井　優里 佐藤　杏香 帯川　　蘭
（苫小牧和光） （旭川永山） （岩見沢豊）

35 平成19 南幌

36 平成20 釧路

37

38

平成21 鹿部

平成22 稚内

39 平成23 北広島



50kg級 55kg級 60kg級 66kg級
堤　　亮貴 小林斐維蕗 中里　勇斗 鎌田　龍翔

東海大四 （登別鷲別） （帯広南町） （登別鷲別） （札幌札苗北）
（札幌） 73kg級 81kg級 90kg級 90kg超級

渡辺　大地 村上　　快 瀨川　勇気 熊木　晶也
（旭川永山） （東海大四） （東海大四） （札幌栄）

44kg級 48kg級 52kg級 57kg級
田中　佑歩 玉置　　桜 野村彩友美 中島　璃久

石狩花川北 （池田） （岩見沢光陵） （旭川永山） （白糠茶路）
（石狩） 63kg級 70kg級 70kg超級

石井　優里 黒坂　麻樹 小椋　香澄
（苫小牧和光） （網走第二） （浜頓別）

50kg級 55kg級 60kg級 66kg級
相澤　直希 島田　　瑠 中里　勇斗 今多　航太

旭川永山 （池田） （登別鷲別） （登別鷲別） （札幌東栄）
（上川） 73kg級 81kg級 90kg級 90kg超級

鎌田　龍翔 山根　哲平 藤井　崚将 熊木　晶也
（札幌札苗北） （帯広第二） （清水） （札幌栄）

40kg級 44kg級 48kg級 52kg級
伊藤しいな 中島　華衣 駒　　　涼 奥野　茅絢

名寄東 （岩見沢光陵） （白糠茶路） （札幌） （札幌札苗北）
（上川） 57kg級 63kg級 70kg級 70kg超級

北出　みく 岡　　茉里 前田　実優 伊藤　彩乃
（名寄東） （札幌月寒） （森） （北見北光）
50kg級 55kg級 60kg級 66kg級

西野　嘉城 相澤　直希 中里　勇斗 長谷川　黎
釧路共栄 (札幌厚別南) (池田) (登別鷲別) (東海大四)
（釧路） 73kg級 81kg級 90kg級 90kg超級

大洞　立樹 松谷　竜馬 藤井　崚将 加藤　颯汰
(旭川永山) (函館本通) (清水) (標茶)

40kg級 44kg級 48kg級 52kg級
植田　ゆき 中島　華衣 覺幸菜々子 佐々木郁実

標　茶 (深川) (白糠茶路) (札幌北白石) (北広島西の里)

（釧路） 57kg級 63kg級 70kg級 70kg超級
神田あいり 瀨川　心良 熊木　悠花 伊藤　咲季
(美唄東) (札幌南が丘) (札幌栄) (北見北光)

40 平成24 深川

ⓒ2004-2014　SAPPORO JUDO PRESS

41 平成25 厚沢部

42 平成26 札幌



第１位 第２位
旭川永山 東海大四付 札幌あやめ野 浦河第一
（上川） （札幌） （札幌） （日高）

旭川春光台 紋　　　別 蘭　　　越 浜頓別下頓別
（上川） （網走） （後志） （宗谷）

松中　俊樹 杉村　好太 加藤　忠治 近藤　啓司
（旭川北星） （伊達） （門別富川） (深川)
長谷　貴大 小田　涼太 佐井　行宏 目黒　大地
（北見北光） (清水) (羽幌) (旭川永山)
松田優太郎 坪井　　亮 吉田　和紘 江川　　慧
（旭川北星） (赤平平岸) (深川) (札幌前田）
相馬　明仁 河野　通久 伊藤　俊貴 笠原　　奨
（札幌前田） (紋別） （幕別札内） (岩見沢清園）
秋元　　鷹 西野　春樹 岡崎　雄介 家保　登至

（旭川永山） (登別鷲別) (帯広第一) (鹿部)
近藤聡一郎 竹山　博貴 水戸部知大 磯野翔太郎
（札幌白石） (帯広第五) （釧路春採） （登別西陵）
山部　一樹 牧　　竜司 藤田　光一 梶原　久史
（札幌東栄） （東神楽） (登別幌別） (門別富川）
森本明日美 水谷　麻莉 平野　佑奈 小山亜由美
（札幌八軒） (芦別) (紋別) (釧路北)
磯野　弥生 田村明日美 大谷　美結
（登別西陵） (旭川緑ヶ丘) (稚内南)
岡本　尚子 横田有由美 佐々木朝未

（北教大附属旭川） (新得) (紋別)
上野　巴恵 高島　慧巳 河野　綾子 金田みのり
（旭川六合） (札幌前田) (紋別) (函館亀田)
前田はるか 谷口　真澄 山下美小夜 中山　朋佳

（北広島広葉） (旭川春光台) (登別鷲別) (釧路景雲)
山部　佳苗 澤田　朱里 五十嵐美紀
（札幌東栄） (函館白百合学園) (江別江北）
川島巴瑠菜 二階堂智美 西舘　　綾

（旭川春光台） (札幌元町) (岩見沢緑)

57kg級

63kg級

48kg級

70kg級

70kg超級

81kg級

90kg級

52kg級
女
子
個
人

44kg級

第３位

男子団体

（補足資料）

90kg超級

第31回大会（深川）入賞者一覧

女子団体

男
子
個
人

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級



第１位 第２位
東海大四付 登別鷲別 旭川永山 北見東相内

（札幌） （胆振） （上川） （網走）
札幌白石 旭川永山南 紋　　　別 伊　　　達
（札幌） （上川） （網走） （胆振）

松中　俊樹 住友　裕平 伊藤　明洋 森　　洋俊
（旭川北星） (小樽桜町) (釧路共栄) (札幌新川)
佐藤　卓哉 岡部　祐也 澤口　祐季 寺西　　亮
（登別西陵） (幕別札内） (札幌あやめ野） (旭川永山)
酒井　心平 江川　大地 長谷川飛翔 山吹　忠誉
(北見高栄） (恵庭恵み野） （札幌羊丘) (小樽北山)
山口　真史 水沼　　祥 高田　将太 湯汲　逸人
(札幌白石) （江別第二) （士別) （登別鷲別)
中原　浩太 磯野翔太郎 江田　考輝 萬　　知輝
(札幌あやめ野） (登別西陵) (旭川永山) (奈井江)
池上　洋平 高橋　良介 笠松　星夜 山内　拓真

(東海大四付） (旭川永山) （釧路春採） (南幌)
井野　裕史 鹿原　達也 植田　晃壮 佐藤　駿平
(興部沙留） (北嶺） (釧路北) (門別富川）
森本明日美 小椋亜里彩 奥田真悠華 滝澤　花菜
（札幌八軒） (岩見沢光陵） (小樽長橋） (室蘭東明）
田畑　千舞 乾　千奈美 佐藤友里乃 田村明日実

（北広島広葉） （北見東陵） (小樽末広) (旭川緑が丘)
上森まりな 横田有由美 岡本　尚子 佐々木朝未
(札幌白石) (新得) （北教大附属旭川） (紋別)
高島　慧巳 谷口比呂乃 佐藤　理絵 藤條　華香
(札幌前田) (旭川春光台) （伊達) （様似)
上野　巴恵 泉水由梨江 近藤　綾乃 薩川　美咲
（旭川六合） (江別第二） (釧路青陵） (北見北)
山部　佳苗 佐々木彩美 只野真梨枝 田中あさこ
（札幌東栄） (江別第一) (浜頓別下頓別) (釧路鳥取)
二階堂智美 西舘　　綾 田上　詩乃
(札幌元町) (岩見沢緑) （伊達)

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

70kg超級

81kg級

90kg級

第32回大会（小樽）入賞者一覧
第３位

男子団体

女子団体

男
子
個
人

55kg級

63kg級

70kg級

60kg級

90kg超級

66kg級

73kg級

（補足資料）



第１位 第２位
旭川永山 東海大四 登別鷲別 南　　　幌
（上川） （札幌） （胆振） （空知）

紋　　　別 伊　　　達 札幌東栄 豊　　　富
（網走） （胆振） （札幌） （宗谷）

中村　俊文 北崎　裕一 住友　裕平 澤田健太郎
（旭川永山） (釧路鳥取) (小樽桜町) (北広島東部)
野村　綾哉 佐々木　瞭 新居　　卓 大川　裕貴
（東海大四） (旭川永山） (余市旭） (北広島西の里)

寺西　　亮 勝長　　誠 椛本　　謙 工藤　晃平
(旭川永山） (北見小泉） （東海大四） (平取)
山形　優斗 加藤　大志 沖　　悠太 清水　大樹

(南幌) （広尾) （釧路町立昆布森) （登別鷲別)
笹原　恵介 湯汲　逸人 笠松　夕夜 江田　考輝
(清水御影） (登別鷲別) (釧路春採) (旭川永山)
高橋　良介 小林　　誠 牧　　昭太 島津　享介
(旭川永山) (登別西陵) （厚岸） (赤平)
野村　幸汰 元村　　公 伊藤　丈司 豊島　康太
(札幌北陽） (旭川永山） (本別) (浜頓別）
松下いずみ 川井ちさと 小山亜由美 小野　　恵

（深川） (浜頓別) (釧路北) (札幌篠路西）
田村明日実 海老　祐加 田畑　千舞 川田　晶子

（旭川緑が丘） （札幌北陽） （北広島広葉） (滝川明苑)
近藤沙也加 松本　彩佳 大谷　美結 川口　彩乃
(札幌白石) （江別大麻) （稚内南） (旭川神楽)
中村　玲美 谷口比呂乃 古川　理緒 島野　迪加

(北広島緑陽) (旭川春光台) （幕別札内東) （平取)
薩川　美咲 高島　慧巳 岩間　優香 佐藤あつみ
（北見北） (札幌前田） (木古内） (釧路町立富原)

山部　佳苗 田上　詩乃 大室　亜衣
（札幌東栄） (伊達) (紋別)
前谷　真歩 廣海　共美 畑中　梨絵 奥山　綾香

(紋別) (札幌) （豊富) （新冠)
70kg超級

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

70kg級

男子団体

女子団体

男
子
個
人

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

81kg級

90kg級

90kg超級

（補足資料）
第33回大会（厚沢部）入賞者一覧

第３位



第１位 第２位
登別鷲別 南　　　幌 旭川永山 札幌あやめ野
（胆振） （空知） （上川） （札幌）

伊　　　達 旭川永山 幕別札内東 札幌東栄
（胆振） （上川） （十勝） （札幌）

千田　聖也 倉部愛一朗 古川　智之 高松　康介
（白老） (札幌手稲) (釧路青陵) (広尾)

鯖江　智幸 白井　元彦 小林　孝弘 目黒　凌太
（広尾） (北見小泉） (北広島緑陽） (釧路鳥取)

芳賀　将志 関　　拳輔 伊藤　成仁 菊地　佳祐
(広尾） (札幌琴似） （登別鷲別） (旭川永山)

清水　大樹 蔵田　寛幸 帯川　雄大 崎出　直人
（登別鷲別) （旭川春光台) (札幌真駒内） （稚内東)
加藤　大志 川原　勇真 沢田　雅弘 浜田　夏樹

（広尾) (札幌あやめ野) (浦河第一) (白糠）
後藤　直貴 元村　　公 田村　嘉浩 佐藤　裕介
(登別鷲別) (旭川永山） (北広島緑陽） (釧路鳥取)
野村　幸汰 伊藤　重徳 小島　新平 薩川伸之助
(札幌北陽） (下川） (岩見沢光陵) (北見北）
松下いずみ 竹内　文果 厚海　知世 阿部沙恵佳

（深川） (札幌稲陵) (紋別) (帯広第三）
尾田あかね 佐々木千鶴 木村　真子 斎藤　愛里

（岩見沢光陵） （札幌新川西） （函館湯川） (旭川緑が丘)
岡本　典子 城之内誌乃 田畑　千舞 苫谷瑚乃実

(道教大附旭川） （札幌東栄) （北広島広葉） (根室歯舞)
中村　玲美 大和谷千春 村川　香蓮 濱谷　夏奈

(北広島緑陽) (伊達) （帯広緑園) （札幌札苗北)
古川　理緒 武田　沙紀 菅原　菜水 吉岡　優里

（幕別札内東) (平取） (厚沢部） (旭川春光台)
田上　詩乃 深川　綾乃 三浦ももえ 坂井　みち

(伊達) (旭川六合) (函館本通) （恵庭恵み野）
渡辺なつみ 廣海　共美 奥山　綾香 星　はるか

(旭川東鷹栖) (札幌) （新冠) （月形)

女
子
個
人

44kg級

57kg級

63kg級

70kg級

70kg超級

48kg級

52kg級

男
子
個
人

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

81kg級

90kg級

90kg超級

第３位

男子団体

女子団体

（補足資料）
第34回大会（稚内）入賞者一覧



第１位 第２位
旭川永山 北見北 北広島東部 東海大四
（上川） （網走） （石狩） （札幌）

旭川春光台 幕別札内東 平　　取 南　　幌
（上川） （十勝） （日高） （空知）

伊勢　将真 新関　啓輔 工藤　開陽 高田　晴旭
(登別鷲別) （札幌発寒） （小樽朝里） （道教大附旭川）

倉部愛一朗 高田　一輝 千田　聖也 遠藤　恭介
（札幌手稲） (広尾） （白老） （深川一已）
野際　純樹 小林　孝弘 斎藤　　涼 大橋　正力

(広尾） （北広島緑陽） （小樽末広） (旭川永山)
髙廣　大輝 下崎　　瞭 石塚　悠祐 澁谷英太郎

（旭川春光台） （北見高栄） （ニセコ） （美唄西美唄）
丸山　哲嗣 信太　　力 藤林　陽平 後藤　潤樹

（当別） (旭川永山） （札幌白石） （苫小牧明野）
千葉真太郎 黒崎　優介 中島　賢士 安井　一貴

（南幌） (旭川永山） （札幌稲穂） （羽幌）
伊藤　重徳 澤石　和孝 山戸　貴史 小瀧　祥平

(下川） （南幌） （札幌発寒） （新ひだか静内）

松下いずみ 玉置　　桃 苅谷　　好 豊川菜津美
（深川） （岩見沢光陵） (旭川永山） （池田）

枡澤　真侑 斎藤　愛里 清水さおり 河口日奈子
（札幌星置） （旭川緑が丘） （新冠） （北見東相内）
尾田あかね 関　花菜子 林　　悠加 佐藤　志織

（旭川緑が丘） （札幌琴似） （帯広第二） （苫小牧明野）
村川　香蓮 濱谷　夏奈 金札　晴奈 石津　圭菜
（帯広緑園） （札幌札苗北） （知内） （北広島東部）
古川　理緒 島野　迪加 山形　彩乃 吉岡　優里

（幕別札内東) (平取） （南幌） (旭川春光台)
野田和香奈 三浦ももえ 木下　亜美 深川　綾乃
（札幌稲穂） (函館本通) （遠別） (旭川六合)
廣海　共美 前谷　真歩 奥山　綾香 千坂　　唯

(札幌) （紋別） （新冠) （遺愛女子）

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

70kg級

70kg超級

男
子
個
人

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

81kg級

90kg級

90kg超級

女子団体

第35回大会（南幌）入賞者一覧
第３位

男子団体

（補足資料）



第１位 第２位
旭川永山 東海大四 紋別潮見 ニセコ
（上川） （札幌） （網走） （後志）

旭川永山 釧路北 紋別潮見 岩見沢光陵
（上川） （釧路） （網走） （空知）

林　　浩平 加藤　直紀 後藤　成矢 浦田義翔輝
（帯広第二） （旭川永山） （石狩） （小樽桜町）
浅田　健太 相木　秀斗 木村　僚祐 熊谷　勇弥
（北見北） （長万部） （東海大四） （南幌）
三上　　悟 西山　洸大 松村　裕生 遠藤　恭介

（登別鷲別） （帯広緑園） （旭川永山） （深川）
髙廣　大輝 渡辺　健斗 原田　優人 石塚　悠祐

（旭川春光台） （江別大麻） （岩見沢豊） （ニセコ）
野際　純樹 鈴木　諒太 今成　裕之 小瀧　恵介

（広尾） （稚内南） （苫小牧東） （新ひだか静内）

折笠　竣哉 阿部　裕太 奥田　知樹 瀧田真太郎
（広尾） （稚内東） （函館深堀） （旭川永山）

佐藤　和樹 山戸　貴史 東出　翔太 出居　涼太
（旭川永山） （札幌発寒） （木古内） （蘭越）
玉置　　桃 濱谷　春奈 武田亜砂実 堤　　詩保

（岩見沢光陵） （札幌札苗北） （平取） （登別鷲別）
竹内　文果 厚海　知世 相馬　里穂 豊川菜津美
（札幌稲陵） （紋別） （蘭越） （池田）
関　花菜子 深谷美紗世 坂本　由希 玉手　美紅
（札幌琴似） （当麻） （室蘭東明） （岩見沢清園）
園部　桃子 西　いこい 福田実菜代 西谷　由菜
（旭川永山） （東海大四） （遠軽南） （厚沢部）
吉岡　優里 石原美咲希 旭　　明理 露木三奈美
（旭川永山） （札幌陵陽） （函館本通） （平取貫気別）
深川　綾乃 千葉　遥加 豆田　幸映 髙橋　茉那
(旭川六合) （札幌元町） （北見北光） （釧路北）
大内さおり 竹原　李奈 村田　彩華 佐藤　小春
（釧路北） （札幌真栄） （鹿部） （清水）

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

第３位

70kg級

70kg超級

男子団体

女子団体

男
子
個
人

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

90kg級

90kg超級

（補足資料）
第36回大会（釧路）入賞者一覧

81kg級



第１位 第２位
音更緑南 旭川永山 東海大四 北斗上磯
（十勝） （上川） （札幌） （渡島）

岩見沢光陵 旭川永山 札幌西野 北斗上磯
（空知） （上川） （札幌） （渡島）

大道祐二郎 鎌田　　拳 壬生　雄大 助川　祐太
（音更緑南） （新冠） （釧路簾舞） （札幌稲陵）
林　　浩平 後藤　成矢 鎌田　魁翔 下崎　　航

（帯広第二） （石狩） （札幌札苗北） （北見高栄）
山本　悠司 杉村　和哉 長尾　渓汰 崎出　裕太

（池田） （蘭越） （江別第三） （稚内東）
佐藤　正章 加藤　隆志 水口　貴仁 坂本　幸大
（旭川永山） （広尾） （浦河第一） （南幌）
安達　裕助 渡辺　優基 渡辺　智之 村上　　衛
（札幌篠路） （旭川広陵） （八雲） （音更緑南）
柴野　秀太 木浪龍太郎 榊原　拓也 中鉢　健太

（札幌手稲東） （函館ラ・サール） （清水） （北広島大曲）
吉田　幸平 本多　　凌 長田　陽紀 山本　晋也
（音更緑南） （旭川永山） （釧路鳥取） （札幌福移）
堤　　詩保 遠藤　優衣 小石川美優 砂賀ゆじあ

（登別鷲別） （深川） （遠軽南） （小樽松ヶ枝）
玉置　　桃 齋藤あまの 佐藤　まな 上畠　夏海

（岩見沢光陵） （札幌平岡中央） （北斗上磯） （小樽銭函）
関　花菜子 玉手　美紅 大川理央奈 竹谷　　栞
（札幌琴似） （岩見沢清園） （旭川永山） （天塩）
園部　桃子 西　いこい 榊原　綾乃 藤巻　涼風
（旭川永山） （東海大四） （清水） （浦河荻伏）
伊藤なごみ 工藤麻由佳 髙橋　茉那 帯川　優華

（岩見沢光陵） （札幌平岡緑） （釧路北） （旭川永山）
茶畑麻里菜 尾﨑しおり 加賀谷沙耶香 齋藤　志歩
（旭川明星） （釧路北） （登別緑陽） （幕別札内東）
佐藤　杏香 前谷　真唯 佐藤　小春 村田　彩華
（旭川永山） （紋別） （清水） （鹿部）

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

70kg級

70kg超級

男子団体

女子団体

男
子
個
人

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

81kg級

90kg級

90kg超級

（補足資料）
第37回大会（鹿部）入賞者一覧

第３位



第１位 第２位
旭川永山 札幌札苗北 東海大四 平取
（上川） (札幌) （札幌） (日高)

旭川永山 東海大四 江別大麻 池田
（上川） （札幌） （石狩） （十勝）

青木　聖馬 西野　　匠 金札　祐樹 西野　　翔
（音更緑南） （平取） （知内） （札幌厚別南）
浅利　昌哉 藤澤　優貴 横山　弘幸 内田　裕也
（東海大四） （北見南） （函館桐花） （音更緑南）
鎌田　魁翔 五十公野敬幸 相木　飛磨 吉田　拓実

（札幌札苗北） （池田） （長万部） （南幌）
山本　悠司 玉置　　玉 佐藤　正章 今城　祐也

（池田） （岩見沢光陵） （旭川永山） （新ひだか静内）

麻下拳太郎 森　　優希 今野　雄太 澁谷裕次郎
（札幌屯田北） （紋別潮見） （帯広第一） （美唄）

鈴木　梢太 宮下　啓輔 井川　聖也 福田　　光
（士別） （札幌光陽） （北見光西） （釧路春採）

山下　健介 浦川　竜弥 髙谷　龍祐 佐藤　海渡
（名寄東） （東海大四） （古平） （北斗浜分）

田中　小晴 加藤有希奈 川瀬　　叶 小川　栞奈
（池田） （旭川永山） （浦河第一） （深川）

勝木　陽菜 鎌田　　汀 井上　祐奈 濱下　優菜
（札幌札苗） （清水） （当麻） （浜頓別）
佐藤　佳奈 玉手　美紅 上畠　夏海 千葉　桃子
（旭川永山） （岩見沢清園） （小樽銭函） （新得）
西　いこい 大川理央奈 谷口穂乃佳 小椋　憂香

（東海大四） （旭川永山） （北広島東部） （浜頓別）
帯川　優華 石井　優里 小野　　栞 山本　絢音
（旭川永山） （苫小牧和光） （浜頓別） （江別大麻）
佐藤　杏香 加賀谷沙耶香 尾﨑しおり 秋　　茉梨
（旭川永山） （登別緑陽） （釧路北） （石狩花川）
帯川　　蘭 前谷　真唯 茶畑麻里菜 佐藤　小春

（岩見沢豊） （紋別） （旭川明星） （清水）

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

第３位

70kg級

70kg超級

男子団体

女子団体

男
子
個
人

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

90kg級

90kg超級

（補足資料）
第38回大会（稚内）入賞者一覧

81kg級



第１位 第２位
札幌札苗北 旭川永山 池田 蘭越

(札幌) （上川） （十勝） （後志）
旭川永山 浜頓別 東海大四 蘭越
（上川） （宗谷） （札幌） （後志）

秋山　翔太 武田諒太郎 飯野　勝貴 藤原都久士
（札幌屯田北） （平取） （余市東） （深川）

西野　　匠 西野　　翔 田縁　一将 本多　稜人
（平取） （札幌厚別南） （蘭越） （帯広第一）

永岡　　樹 金札　祐樹 奥田　駿祐 尾野　賢太
（美唄東） （知内） （恵庭恵明） （音更緑南）

鎌田　魁翔 相澤　貴志 鹿又　悠太 細口　裕矢
（札幌札苗北） （池田） （北見東陵） （蘭越）

渡辺　大地 西舘　弘斗 遠藤　耕介 佐々木稜眞
（旭川永山） （岩見沢東光） （帯広大空） （札幌日大）
今城　祐也 村上　　快 佐々木崇裕 玉置　　玉

（新ひだか静内） （東海大四） （豊浦） （岩見沢光陵）
佐々木諄貴 澁谷裕次郎 福田　　光 木村　　亮

（札幌札苗北） （美唄） （釧路春採） （豊富）
小澤　悠貴 川島　昂也 大島　憂多 荘司優太朗

（旭川） （足寄） （函館本通） （室蘭港北）
田中　佑歩 川瀬　　叶 佐藤　彩華 駒　　　涼

（池田） （浦河第一） （長万部） （札幌）
濱下　優菜 小石川美優 北出　みく 鎌田　　汀
（浜頓別） （遠軽南） （名寄東） （清水）

上畠　夏海 遠藤　優衣 床　和佳奈 松本　沙羅
（小樽銭函） （深川） （石狩花川南） （浦河第二）
中島　璃久 杉本梨々花 小野　　栞 村上　杏実
（白糠茶路） （札幌西野） （浜頓別） （広尾）
石井　優里 秋場　麻優 小椋　憂香 川崎　莉歩

（苫小牧和光） （石狩花川北） （浜頓別） （東海大四）
佐藤　杏香 杉村和加菜 小林　百香 加賀谷沙耶香
（旭川永山） （蘭越） （札幌篠路西） （登別緑陽）
帯川　　蘭 小椋　香澄 平尾　満衣 丹野真友子

（岩見沢豊） （浜頓別） （興部沙留） （旭川東光）

50kg級

男
子
個
人

81kg級

90kg級

90kg超級

70kg級

70kg超級

66kg級

73kg級

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

男子団体

女子団体

55kg級

60kg級

（補足資料）
第39回大会（北広島）入賞者一覧

第３位



第１位 第２位
東海大四 北斗上磯 池田 登別鷲別
（札幌） (渡島) （十勝） (胆振)

石狩花川北 旭川永山 池田 鹿部
(石狩) （上川） （十勝） (渡島)

堤　　亮貴 飯野　勝貴 木下　　昌 木村　祐太
（登別鷲別） (余市東) (函館桔梗) (札幌琴似)
小林斐維蕗 秋山　翔太 増野　光泰 藤原都久士
(帯広南町) （札幌屯田北） (恵庭恵み野) （深川）
中里　勇斗 尾﨑　太一 塚本　翔葵 福井　颯人
（登別鷲別） (栗山) (北見小泉) （旭川永山）
鎌田　龍翔 佐々木理人 堀　　大貴 尾野　賢太

（札幌札苗北） (函館深堀) (赤平) （音更緑南）
渡辺　大地 寺嶋　大登 奥田　駿祐 長崎　斗真
（旭川永山） （栗山継立） （恵庭恵明） （東海大四）
村上　　快 齋藤　　遼 田村　　豊 伊藤　開人

（東海大四） (苫小牧沼ノ端) (石狩樽川) (古平)
瀨川　勇気 及川　智己 桜井　　忍 藤井　崚将
（東海大四） (平取) (余市東) (清水)
熊木　晶也 西山　泰平 神内　秀斗 中谷　健人
(札幌栄) (帯広西陵） (北見光西) (石狩)

田中　佑歩 植田　ゆき 駒　　　涼 金子　和恵
（池田） (深川) （札幌） (寿都)

玉置　　桜 安西　美波 佐々木郁実 佐藤　彩華
（岩見沢光陵） （池田） (北広島西の里) （長万部）
野村彩友美 市川　まい 神田あいり 中倉　由季
（旭川永山） (由仁) (美唄東) (新冠)
中島　璃久 大原さくら 杉本梨々花 岡部菜々香
（白糠茶路） （帯広翔陽） （札幌西野） (名寄東)
石井　優里 小林　百香 菊入　有記 小林　亜実

（苫小牧和光） （札幌篠路西） (新ひだか静内) （旭川永山）
黒坂　麻樹 秋場　麻優 木内　菜摘 三田　千尋
(網走第二) （石狩花川北） (栗山) (清水)
小椋　香澄 和泉　瑠奈 池田有希菜 藤田　和香
（浜頓別） （石狩花川北） (北斗大野) (島牧)

女
子
個
人

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

70kg級

70kg超級

男
子
個
人

50kg級

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

81kg級

90kg級

90kg超級

男子団体

女子団体

第３位

（補足資料）
第40回大会（深川）入賞者一覧



第１位 第２位
旭川永山 登別鷲別 東海大四 北斗上磯
（上川） (胆振) （札幌） (渡島)
名寄東 標茶 北見北光 千歳勇舞
(上川) （釧路） （オホーツク） (石狩)

相澤　直希 佐々木優豪 千葉　初磨 西川　　開
（池田） （登別鷲別） (旭川永山) (厚沢部館)

島田　　瑠 荒木　昭伍 小村　光紀 石田　大成
（登別鷲別） (旭川永山) (遠軽丸瀬布) （池田）
中里　勇斗 長谷川　黎 橋本　龍輝 堀　　大輝
（登別鷲別） （東海大四） (釧路共栄) （浦河第二）
今多　航太 村上　大仁 阿部　宝穂 下間　謙吾
（札幌東栄） (八雲) (紋別潮見) （余市西）
鎌田　龍翔 秋田　康佑 大洞　立樹 中久保良樹

（札幌札苗北） （北斗上磯） (旭川永山) （釧路青陵）
山根　哲平 川上　冬一 藤井　隆也 佐々木皐貴
（帯広第二） (旭川永山) (苫小牧青翔) （札幌札苗北）
藤井　崚将 田村　　豊 山田　耕司 幾島裕一朗

（清水） (石狩樽川) (厚真厚南) (札幌厚別)
熊木　晶也 成澤　登夢 津村　陵太 荒木　　稜
(札幌栄) (知内） (北見相内) (江別第一)

伊藤しいな 柏葉　　響 大竹　未咲 木村明日香
（岩見沢光陵） (津別) （旭川永山） (札幌琴似)

中島　華衣 中山さつき 金子　和恵 長崎　美紘
（白糠茶路） （岩見沢光陵） (寿都) （東海大四）
駒　　　涼 長尾さくら 町屋　琉夏 玉置　　桜
（札幌） （浦河第一） (道教大附釧路) （岩見沢光陵）

奥野　茅絢 市川　ゆう 佐々木郁実 岩渕　春華
（札幌札苗北） (由仁) (北広島西の里) (音更緑南)

北出　みく 床　和佳奈 藤谷　麗奈 田縁みなみ
（名寄東） （石狩花川南） (函館本通) （蘭越）
岡　　茉里 江島　由奈 成田　茉由 増子　秋穂

（札幌月寒） （旭川永山） (紋別) （千歳勇舞）
前田　実優 北村　里菜 荒　　亜美 熊木　悠花

(森) （標茶） (伊達達南) (札幌栄)
伊藤　彩乃 池田有希菜 和泉　瑠奈 薮内　美咲
（北見北光） (北斗大野) （石狩花川北） (札幌真駒内曙)

（補足資料）

第３位

男子団体

女子団体

男
子
個
人

50kg級

55kg級

60kg級

66kg級

57kg級

63kg級

70kg級

70kg超級

44kg級

第41回大会(厚沢部）入賞者一覧

73kg級

81kg級

90kg級

90kg超級

女
子
個
人

40kg級

48kg級

52kg級



第１位 第２位
釧路共栄 函館本通 東海大四 札幌新川西
（釧路） (渡島) （札幌） (札幌)
標茶 札幌南が丘 旭川永山 札幌東白石

（釧路） （札幌） （上川） (札幌)
西野　嘉城 尾﨑　功弥 千葉　初磨 竹下　　徹

(札幌厚別南) (札幌札苗) (旭川永山) (恵庭恵北)
相澤　直希 荒木　昭伍 鷲見　仁義 山本慎太郎

(池田) (旭川永山) (札幌新陵) (東海大四)
中里　勇斗 村田　頌馬 岡本　怜士 原　　祐介
(登別鷲別) (北見高栄) (ニセコ) (池田)
長谷川　黎 林田　圭登 石田　大成 堀　　瑞貴
(東海大四) (札幌東栄) (池田) (赤平)
大洞　立樹 髙田　恭汰 無関　駿秀 大寳　克秀
(旭川永山) (北斗上磯) (稚内南) (釧路共栄)
松谷　竜馬 越橋　健介 芝田　　渉 葛西　純坪
(函館本通) (東海大四) (北見光西) (釧路共栄)
藤井　崚将 佐々木　歩 佐々木惇希 青木　一真

(清水) (釧路共栄) (旭川永山) (北見南)
加藤　颯汰 木戸口　詠 藤井廉太郎 本宮　綾太

(標茶) (函館本通) (島牧) (札幌明園)
植田　ゆき 亀田　采里 木村明日香 濱野　藍梨

(深川) (恵庭恵明) (札幌琴似) (長万部)
中島　華衣 木村　知葉 笠谷　美萌 中山さつき
(白糠茶路) (札幌南が丘) (上ノ国) (岩見沢光陵)
覺幸菜々子 長崎　美紘 江上まりん 町屋　琉夏
(札幌北白石) (東海大四) (旭川広陵) (道教大附釧路)

佐々木郁実 中田ゆうき 松村　凜香 井上　真由
(北広島西の里) (名寄東) (苫小牧青翔) (札幌稲積)
神田あいり 野作　伶那 山内　春奈 佐々木　南
(美唄東) (旭川東鷹栖) (札幌屯田中央) (釧路共栄)

瀨川　心良 岡　　茉里 藤本　安理 伊藤　李桜
(札幌南が丘) (札幌月寒) (標茶) (新得)
熊木　悠花 北村　里菜 橋本　茉奈 牧野　姫佳
(札幌栄) (標茶) (恵庭恵み野) (札幌上野幌)

伊藤　咲季 前畑　鈴音 木内　菜摘 金澤　春花
(北見北光) (標茶) (栗山) (函館湯川)

（補足資料）
第42回大会(札幌）入賞者一覧

第３位

男子団体

女子団体

男
子
個
人

50kg級

55kg級

60kg級

66kg級

73kg級

40kg級

44kg級

48kg級

52kg級

57kg級

63kg級

70kg級

70kg超級
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81kg級

90kg級

90kg超級

女
子
個
人


