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     参加 順位無    

    競技 女子全階級 男子    級     級     級 結果

氏名 生年 体重 階級                      所属 順位 一般 順位 年齢  
西川 亜紀子                                       鉄腕      
晒谷 教子                                                 
肥後 純子                                    京都                
武本 早恵                                    京都                
井上                                   羽衣国際大学     
奥谷 由香                                         
高垣 慶子                                                  
山下  彩                                         

                                                   
工藤 智恵子                                                 
白石 佳子                               個人     

東前                                                  
小笠原 兆志                                                   
藤川 龍司                                列剛河内     
山本 佳諒                                  拳上集団     
佐藤 央                                 京都             
横山 梨一                               個人     
永海 幹治                                    個人  
卯津羅 光彦                                個人     
木下 俊弘                                             
白石 匡                                                  
川瀬 将之                                        個人     
高橋  磨                                       個人     
佐藤  恵二                                   京都                
大村 茂則                                     個人     
小島 学                                京都                
新田 幸治                                         藤井寺     
鵜飼 武嗣                                             
餅野 法善                                            
川浦 幸次                                       藤井寺     
室野 康汰                        失格  京都            失格
保富 泰人                                      和歌山県         協会     
市原 真史                                                  
吉岡 海士郎                                         
谷口 修一                                               
山本 大郎                                            列剛河内  
尾花 哲也                                     梅田大阪      



    競技 男子    級 結果

氏名 生年 体重 階級                      所属 順位 一般 順位 年齢 
谷田 真                                                             
古田 晴彦                                                          
染手 鈴夫                                        藤井寺     
松本 裕也                                                
宮武 義人                                   個人     
二反田 豊和                                            
鯉川 和正                                      個人  
生田 禎明                                                
鷹野  和美                                                  
若林 康平                        失格  関西大学学生      失格
行本 幸生                                          個人     
山本 雄一郎                                      個人  
高森 一                                    京都府         協会     
土田 真臣                                               
籠瀬  怜威                                               
藤田 俊夫                                  和歌山県         協会     
井伊 満                                                 
小能 広幸                                            
山尾 武宣                                             
古山 能英                               個人     
加藤 隆之                                            



    競技 男子    級     級      級      級      超級 結果
氏名 生年 体重 階級                      所属 順位 一般 順位 年齢 

藤岡 靖和                                             福岡        
山﨑 康博                        失格     失格
福岡 一平                                       倶楽部     
林 政二郎                                              
堀川 義浩                                          個人     
田中 豊己                                             
道場 力                                 個人     
小野田 学                                    個人     
有山 裕                                      個人     
山本 浩由                                                     
山本 浩史                                    個人     
伊藤 和昭                                      和歌山県         協会     
清水 亜記良                                      京都                
井上 謙一                                     個人     
藤本  章夫                                              
末永 龍星                                              
片山 友樹                                          個人     
松田 健志                                     京都             
磯見 嘉一                                        個人        
臼木  翔吾                                                 
児玉 大紀                                            
塩谷 勝也                                                梅田大阪      
古布 紘太郎                                                    
西田 貴胤                                         個人  
古田土 賢大                                       個人  
國則 雅志                                                   
花田  隆                                                      
倉田 周策               欠場             欠場
村上 恵造                                                     
太田 孝美                                    個人     
三浦 雄一朗                                           
中溝 浩正                                   個人     
大川  一                                       藤井寺     
大黒 幸彦                                     挙上集団      
秋庭  和幸                                       川西    協会     
中西 正樹                        失格  関西大学      失格
長島  義孝                                        京都                
井上 大作                                             
岩井 敦史                                         藤井寺      
吉野 憲二                                     個人     
山崎 英二朗                                      個人  
安井 篤史                                                    
和田  髙平                                                  



    競技 全階級 結果

氏名 生年 体重 階級                      所属 順位 一般 順位 年齢 
山下 彩                                             

東前                                                
松野 翼                                              
久保 元人                                                    
木村 育史                                                
佐藤 恵二                                    京都                
鷹野 和美                                            
安達 明                                                  
広永 賢司                                              
籠瀬 怜威                                                 
山下 卓也                                                  
大浦 正明                                                     
藤本 章夫                                               
宮本 崇行                                              
秋庭 和幸                                           川西    協会     
飴谷 繁章                                                   
吉川  望                                                 
梁本 智弘               欠場          欠場
西野 渉                        失格          失格
長島 義孝                                     京都                
山森 智行                                                   
山下 保樹                                                
和田 髙平                                                    



    日本新記録
土田 真臣       日本新記録
長島 義孝          日本新記録
和田 髙平        日本新記録

最優秀選手賞
西川 亜紀子
土田 真臣

優秀選手賞
山下 彩

古布 紘太郎

敢闘賞

武本 早恵
井上 謙一
臼木  翔吾
長島 義孝

    日本新記録
長島 義孝        日本新記録
和田 髙平        日本新記録

最優秀選手賞
吉川 望

優秀選手賞
山下 彩

敢闘賞

籠瀬 怜威


