
階級 順位 氏名 都道府県 学校名
50kg 1 松田　淳希 奈良 明日香聖徳
50kg 2 倉橋　恭平 島根 松江第四
50kg 3 海島　魁人 岐阜 岐阜境川
50kg 3 田中　蒼人 福岡 北九州曽根
50kg 5 臼杵　太辰 愛媛 川之江北
50kg 5 山口　　信 長崎 西諫早
50kg 5 大岡　京聖 石川 金沢北鳴
50kg 5 福田　大晟 兵庫 明石二見
55kg 1 唯野　己哲 長野 東御東部
55kg 2 顕徳　大晴 兵庫 明石望海
55kg 3 篠﨑　唯人 佐賀 基山
55kg 3 樋口　誠二朗 大阪 藤井寺
55kg 5 笠井　盛龍 青森 五所川原第一
55kg 5 山本　蒼良 京都 京都藤森
55kg 5 椎野　瑠伽 徳島 加茂名
55kg 5 鷲見　仁義 北海道 札幌新陵
60kg 1 桂　　嵐斗 長崎 長崎日大
60kg 2 佐藤　大知 愛知 大成
60kg 3 竹内　龍生 兵庫 赤穂
60kg 3 日野山　剛 大阪 高槻阿武山
60kg 5 平野　達也 岡山 倉敷玉島北
60kg 5 北條　嘉人 群馬 前橋大胡
60kg 5 山本　拓澄 和歌山 橋本紀見北
60kg 5 河村　　烈 山口 周南富田
66kg 1 西願寺　哲平 埼玉 埼玉栄
66kg 2 内村　秀資 鹿児島 鹿屋東
66kg 3 若狭　智也 石川 白山北辰
66kg 3 籾山　航大 秋田 秋田御野場
66kg 5 榎本　大将 広島 広島安佐
66kg 5 村瀬　賢心 愛知 小牧味岡
66kg 5 三宅　晴大 高知 南国香長
66kg 5 高橋　寛多 兵庫 小野
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73kg 1 中橋　大貴 愛知 大成
73kg 2 山村　陸斗 三重 津久居
73kg 3 大里　　雅 福岡 嘉麻山田
73kg 3 岡田　一真 兵庫 神戸丸山
73kg 5 柳沼　　毅 東京 国士舘
73kg 5 岡　　颯人 広島 廿日市野坂
73kg 5 菅原　幸大 宮城 角田
73kg 5 大江　達也 長野 上田第一
81kg 1 村尾　三四郎 兵庫 姫路灘
81kg 2 山口　良太 福岡 北九州曽根
81kg 3 三輪　魁星 愛知 大成
81kg 3 松本　　司 鹿児島 鹿屋東
81kg 5 橋本　光正 福井 福井工大福井
81kg 5 賀持　喜道 東京 安田学園
81kg 5 飯田　空翔 静岡 浜松高台
81kg 5 越橋　健介 北海道 東海大四
90kg 1 大西　陸斗 愛知 大成
90kg 2 八木　郁実 広島 熊野東
90kg 3 安藤　稀梧 福岡 北九州大蔵
90kg 3 竹内　勇伸 熊本 水上
90kg 5 斉藤　蘭丸 秋田 本荘北
90kg 5 見友　朝勝 群馬 富岡西
90kg 5 吉門　辰哉 沖縄 糸満西崎
90kg 5 佐藤　大輔 北海道 東海大四
90kg超 1 千野根　有我 大阪 大阪生野
90kg超 2 中野　寛太 奈良 天理
90kg超 3 大石　　由 愛知 桜丘
90kg超 3 塙　　元輝 佐賀 佐賀昭栄
90kg超 5 野田　隆世 福岡 久留米田主丸
90kg超 5 榎田　大人 神奈川 東海大相模
90kg超 5 松岡　大輝 兵庫 小野
90kg超 5 八木　昌耶 群馬 高崎佐野


