
平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

男子-60kg

2018/11/03

参加者数：34

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

106025 井上 壽斗 157 60 陸上自衛隊都城駐屯 二段 宮崎日大高校

106020 半田 颯 160 60 桐蔭横浜大学 二段 桐蔭学園高校

106022 古賀 玄暉 168 63 日本体育大学 二段 大成高校

106023 堅山 将 161 60 パーク24（株） 三段 鹿屋体育大学

106018 大島 優磨 164 65 旭化成 （株） 四段 国士舘大学

106016 守安 大介 165 60 岡山県警察 三段 創価大学

106015 宮川 太暉 158 60 JR東日本 三段 筑波大学

106009 宮本 拓実 165 63 自衛隊体育学校 五段 国士舘大学

106008 小西誠志郎 163 60 国士舘大学 二段 大牟田高校

106013 山本 達彦 162 60 東海大学 二段 東海大相模高校

106030 市川 龍之介 168 60 東海大学 二段 習志野高校

106001 志々目 徹 162 60 （学）了德寺学園職 三段 日本体育大学

106007 杉本 大虎 163 63 日本体育大学 二段 日本体育大学

106032 松本 拓 162 60 千葉県警察 四段 国士舘大学

106033 森 和輝 160 60 日本体育大学 二段 鹿本高校

106017 森田 将矢 162 60 鹿屋体育大学 二段 宮崎日大高校

106003 椿 龍憧 166 60 新潟綜合警備保障 四段 国際武道大学

106024 樋口 裕大 160 63 天理大学 二段 足立学園高校

106002 泉谷 僚児 162 60 兵庫県警察 三段 天理大学

106004 浅見 喜尚 163 60 愛媛県警察 四段 帝京大学

106014 清水 夏輝 164 63 日本体育大学 三段 習志野高校

106027 溝渕 勇也 160 60 山梨学院大学 二段 京都共栄学園高校

106012 瀬古 翔洋 169 60 皇學館大学 三段 四日市中央工業高校

106034 田中 崇晃 166 60 ALSOK 三段 筑波大学

106021 石川 勇太 160 60 日本体育大学 三段 習志野高校

106031 福田 大悟 164 60 鹿屋体育大学 二段 比叡山高校

106010 秋定 礼 161 60 天理大学4年 三段 神戸国際大附属高校

106006 竹内 文汰 163 60 OGAWA警備（株 三段 東海大学

106026 米村 克麻 162 67 センコー （株） 二段 日本体育大学

106019 近藤 隼斗 163 60 佐賀工業高校 初級 有田中学校

106011 鈴木 武蔵 163 63 山梨学院大学 三段 東海大山形高校

106028 長谷川 一八 163 60 国士舘大学 三段 清風高校

106029 阿部 竜太 162 60 東洋大学 二段 作陽高校

106005 青木 大 173 60 パーク24 （株） 三段 日本体育大学
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

男子-66kg

2018/11/03

参加者数：33

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/03 現在

106631 中川 直治 173 69 金沢刑務所 三段 國學院大学

106632 中村 啓佑 170 66 防衛大学 二段 鹿児島情報高校

106601 丸山 城志郎 167 66 （株）ミキハウス 三段 天理大学

106627 久間 康寛 168 66 警視庁 四段 帝京科学大学

106622 今村 至 168 70 日本大学 三段 修徳高校

106618 原田 誠丈 169 73 福岡大学 三段 小杉高校

106612 吉田 惟人 163 66 神奈川県警察 五段 東海大学

106614 城山 勝太郎 168 66 天理大学 三段 汎愛高校

106605 山田 聖斗 169 66 桐蔭横浜大学 初級 福大大濠高校

106630 島 達人 163 66 つくばユナイッテッ 三段 筑波大学

106610 日野 賢明 166 70 日本大学 二段 東北高校

106607 木戸 清孝 163 69 天理大学クラブ 三段 天理大学

106606 柴田 悠輔 173 66 大牟田クラブ 四段 国士舘大学

106611 桂 嵐斗 172 66 長崎日大高校 初級 長崎日大中学校

106613 橋口 祐葵 171 66 パーク24 （株） 二段 明治大学

106626 浅利 昌哉 170 66 ALSOK 三段 東海大学

106608 湯本 祥真 167 66 筑波大学 初級 桐蔭学園高校

106623 牧野 壮一郎 175 70 天理大学 三段 王子工業高校

106617 田川 兼三 173 70 筑波大学 二段 長崎日大高校

106603 相田 勇司 168 66 國學院大学 二段 相洋高校

106625 磯田 範仁 172 66 国士舘大学教員 四段 国士舘大学

106604 若狭 智也 168 66 鶴来高校 初級 北辰中学校

106609 藤阪 太郎 173 66 大阪府警察 三段 国士舘大学

106620 藤阪 泰恒 172 66 國學院大学 三段 足立学園高校

106602 西山 祐貴 165 66 警視庁 三段 日本体育大学

106624 西願寺 哲平 168 66 埼玉栄高校 初級 埼玉栄中学校

106619 野村 琢眞 173 66 天理大学 三段 明大中野高校

106628 長倉 力斗 168 66 一成塾柔道場 二段 大牟田高校

106616 長谷川 雷 169 66 筑波大学 三段 埼玉栄高校

106633 門田 昇馬 171 66 天理大学 三段 育英高校

106615 關 龍聖 174 66 専修大学 二段 習志野高校

106629 髙上 智史 168 66 旭化成（株） 三段 日本体育大学

106621 髙市 賢悟 168 66 旭化成 （株） 三段 東海大学
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

男子-73kg

2018/11/03

参加者数：33

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/03 現在

107320 三宅 隆洋 171 73 陸上自衛隊第一空挺 三段 東海大学

107314 中村 一那 168 73 パーク24（株） 四段 帝京科学大学

107311 中村 洸登 171 73 天理高校 二段 弥刀中学校

107319 佐藤 晃輔 167 73 筑波大学 二段 安田学園高校

107304 六郷 雄平 167 73 （学）了徳寺学園 三段 明治大学

107326 内村 秀資 174 73 東海大大阪仰星高校 二段 鹿屋東中学校

107330 原田 健士 175 73 日本体育大学 二段 日体大荏原高校

107312 友田 敬太 173 70 流通経済大学 若松高校

107313 古賀 颯人 174 73 日本体育大学 三段 大成高校

107309 吉田 優平 177 73 東海大学 二段 大垣日大高校

107322 塚本 瑠羽 170 73 東海大学3年 二段 東海大翔洋高校

107318 塚本 綾 165 76 日本体育大学 二段 日体大荏原高校

107302 大吉 賢 174 73 日本体育大学 二段 日体大荏原高校

107328 宮山 翔多 170 73 大阪府警察 三段 山梨学院大学

107303 小寺 将史 165 73 警視庁 五段 筑波大学

107310 小林 礼弥 166 73 鹿屋体育大学 二段 神港学園高校

107331 島田 隆志郎 170 73 國學院大学 二段 足立学園高校

107308 村上 優哉 168 73 日本大学 二段 神戸国際大附属高校

107306 村上 洋平 169 73 大阪府警察 三段 東海大学

107307 桑原 宏典 174 73 山梨学院大学 二段 箕島高校

107317 海老沼 匡 170 73 パーク24（株） 五段 明治大学

107333 渡部 甲誠 171 73 天理大学 三段 桐蔭学園高校

107315 石郷岡 秀征 170 75 筑波大学 初級 桐蔭学園高校

107332 福岡 克仁 174 73 日本大学 三段 関西高校

107301 立川 新 170 73 東海大学 二段 新田高校

107321 竹内 信康 165 77 新日織住金（株） 四段 筑波大学

107327 米澤 航春 166 73 高松刑務所 二段 新田高校

107323 細木 智樹 177 73 皇宮警察 四段 国士舘大学

107305 若渕 侑生 170 73 センコー （株） 四段 国士舘大学

107324 茅野 圭祐 177 74 センコー（株） 三段 日本大学

107329 込山 龍哉 172 73 東海大学 三段 相洋高校

107316 近藤 魁斗 169 73 近畿大学 二段 国東高校

107325 野上 廉太郎 174 73 筑波大学2年 二段 つくば秀英高校
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

男子-81kg

2018/11/03

参加者数：36

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

108135 中園 史寛 178 81 福岡県警察 四段 東海大学

108115 中矢 力 170 81 ALSOK 五段 東海大学

108105 丸山 剛毅 174 81 パーク24 （株） 三段 天理大学

108101 佐々木健志 171 81 筑波大学 二段 平田高校

108106 佐藤 佑樹 184 81 山形刑務所 三段 東海大学

108114 佐藤 正大 180 81 自衛隊体育学校 四段 国士舘大学

108116 北浦 大基 176 81 兵庫県警察 三段 天理大学

108132 友清 光 172 81 国士舘大学 二段 大牟田高校

108134 吉川 雄登 173 81 天理大学 二段 育英高校

108119 小原 挙哉 177 81 パーク24（株） 三段 東海大学

108136 小野 慎平 178 80 陸上自衛隊幹部候補 三段 防衛大学校

108129 尾方 寿應 175 81 （学）了徳寺学園 三段 東海大学

108126 山下 恭平 178 81 皇宮警察 三段 日本大学

108111 山中 堅盛 174 81 東海大学 二段 東海大浦安高校

108128 山本 悠司 172 81 旭化成（株） 三段 天理大学

108107 山田 史人 182 81 鹿屋体育大学 三段 長崎東高校

108112 川端 悠生 174 81 国士舘大学 三段 上宮高校

108104 常見 昴世 181 79 國學院大学 二段 常磐高校

108124 春山 友紀 173 81 自衛隊体育学校 四段 国士舘大学

108118 板東 虎之輔 170 81 木更津総合高校 初級 姫路灘中学校

108122 正木 聖悟 175 82 天理大学 三段 天理高校

108108 武藤 亘輝 177 81 桐蔭横浜大学 三段 羽黒高校

108123 永瀬 貴規 182 81 旭化成（株） 四段 筑波大学

108117 津嘉山 慧 172 81 清和大学3年 初級 東海大福岡高校

108131 渋川 大也 177 85 近畿大学 三段 報徳学園高校

108109 田中 優大 173 81 国士舘大学 二段 大牟田高校

108127 立野 宏輔 176 81 帝京科学大学 三段 大牟田高校

108130 竹市 大祐 170 81 大牟田高校 二段 岡崎東海中学校

108102 笠原 大雅 176 81 天理大学 二段 天理高校

108110 糸井 滉平 179 81 大阪府警察 四段 國學院大学

108125 遠江 幸佑 176 81 佐賀県警察 四段 東洋大学

108121 釘丸 将太 173 81 国士舘大学 三段 国士舘高校

108103 長島 啓太 176 81 日本中央競馬会 四段 東海大学

108120 長澤 大雅 173 81 國學院大 二段 木更津総合高校

108113 青柳 大虎 172 81 日本大学 二段 鹿児島情報高校

108133 鳥羽 潤 177 81 筑波大学 二段 松本第一高校
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

男子-90kg

2018/11/04

参加者数：32

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

109001 ベイカー 茉秋 178 90 日本中央競馬会 三段 東海大学

109022 保池 泰成 170 90 陸上自衛隊国分駐屯 四段 国士舘大学

109007 前田 宗哉 185 90 自衛隊体育学校 三段 東海大学

109029 加藤 博剛 174 90 千葉県警察 五段 国士舘大学

109002 北野 裕一 177 90 パーク24 （株） 三段 國學院大学

109016 原田 昌寛 178 90 桐蔭横浜大学 三段 四日市中央工業高校

109014 吉野 弘人 178 90 鹿屋体育大学 二段 延岡学園高校

109017 向 翔一郎 178 90 ALSOK 三段 日本大学

109015 地崎 亮祐 176 90 千葉県警察 三段 國學院大学

109009 増山 香補 180 90 明治大学 二段 修徳高校

109005 安達 健太 170 90 東海大学 三段 作陽高校

109025 小林 悠輔 173 90 旭化成 （株） 三段 筑波大学

109004 岩渕 晃大 176 90 国士舘大学 二段 国士舘高校

109024 川上 智弘 179 86 國學院大学職員 四段 國學院大学

109032 木下 智貴 175 90 警視庁 三段 東洋大学

109026 村尾 三四郎 180 90 桐蔭学園高校 三段 姫路灘中学校

109019 杢 康次郎 177 90 東海大学 二段 東海大相模高校

109012 森部 篤知 177 90 天理大学 二段 大成高校

109006 横内 晋介 174 90 筑波大学 二段 日川高校

109011 深山 将剛 174 90 東海大学 三段 東海大仰星高校

109023 渡邊 勇人 183 90 （学）了徳寺学園 三段 東海大学

109010 田中英二朗 180 90 筑波大学 二段 東海大福岡高校

109021 田嶋 剛希 172 90 筑波大学 三段 国士舘高校

109031 白川 剛章 175 90 天理大学4年 三段 福井工大福井高校

109030 盛田 勝義 177 88 鹿児島県警察 三段 鹿屋体育大学

109020 神鳥 剛 177 90 明治大学 二段 大成高校

109003 篠崎 忠史 172 90 日本大学 二段 習志野高校

109027 西本 幸弥 185 90 福岡県警察 三段 東海大学

109028 金山 天地 164 90 東京拘置所 三段 明治大学

109013 長井 晃志 175 90 日本体育大学 二段 日体大荏原高校

109018 長嶋 勇斗 175 90 東海大学甲府高 初級 岩瀬中学校

109008 高木 育純 173 90 天理大学 二段 神戸国際大附属高校
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

男子-100kg

2018/11/04

参加者数：30

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

110023 下和田 翔平 193 100 京葉ガス（株） 五段 日本体育大学

110019 伊藤 好信 181 100 東海大学 二段 新田高校

110022 佐々木 卓摩 174 100 筑波大学 二段 足立学園高校

110026 古田 伸悟 178 100 天理大学 三段 天理高校

110004 吉良 儀城 179 98 国士舘大学 三段 国士舘高校

110014 吉野 敦哉 183 93 鹿屋体育大学 二段 れいめい高校

110006 垣田 恭平 174 97 旭化成 （株） 五段 近畿大学

110018 小林 大介 170 100 岐阜県警察 四段 桐蔭横浜大学

110021 小林 督之 181 103 旭化成（株） 四段 天理大学

110009 山下 魁輝 180 100 国士舘大学 三段 木更津総合高校

110027 山口 貴也 180 96 日本大学 三段 長崎日大高校

110029 岡野 峻法 177 98 近畿大学 三段 福大大濠高校

110003 川田 修平 184 100 明治大学 三段 大成高校

110011 後迫 考誠 167 100 福岡大学 三段 宮崎工業高校

110005 村田 大祐 173 100 東海大学 三段 東海大浦安高校

110024 松雪 直斗 178 100 福岡県警察 四段 東海大学

110015 江原 拓巳 178 100 埼玉県警察 五段 日本大学

110028 清水 雅義 174 98 国士舘大学 二段 国士舘高校

110016 熊代 佑輔 185 100 ALSOK 五段 東海大学

110013 皆川 大記 174 100 千葉経大高校 初級 辰巳台中学校

110007 石山 潤平 176 98 天理大学 二段 神戸国際大附属高校

110012 石川 竜多 185 100 筑波大学 三段 水戸工業高校

110020 神垣 和也 178 100 明治大学 三段 崇徳高校

110008 羽賀 龍之介 187 100 旭化成（株） 四段 東海大学

110017 藤鷹 裕大 187 100 大成高校 二段 大成中学校

110001 西山 大希 179 100 新日鐵住金 （株） 四段 筑波大学

110010 辻本 拓記 171 100 兵庫県警察 四段 天理大学

110025 郡司 挙佑 183 100 旭化成（株） 三段 慶應義塾大学

110030 関根 聖隆 173 97 筑波大学 二段 桐蔭学園高校

110002 飯田 健伍 180 100 京葉ガス（株） 三段 山梨学院大学
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

男子+100kg

2018/11/04

参加者数：31

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/04 現在

120004 七戸 龍 193 122 九州電力 （株） 五段 福岡大学

120008 上川 大樹 185 150 京葉ガス（株） 五段 明治大学

120028 上田 轄麻 185 130 新日織住金（株） 三段 明治大学

120025 上野 翔平 180 130 筑波大学 二段 津幡高校

120003 中野 寛太 181 134 天理高校 三段 天理中学校

120012 佐藤 和哉 181 118 新日織住金（株） 三段 日本大学

120021 前原 慎也 184 120 横浜刑務所 三段 山梨学院大学

120006 名垣浦 佑太郎 184 130 警視庁 三段 明治大学

120024 太田 彪雅 179 122 東海大学 三段 白鷗大足利高校

120031 奥谷 政城 178 130 国際武道大学 二段 水戸啓明高校

120030 奥野 拓未 192 150 東海大学 三段 東海大仰星高校

120023 尾原 琢仁 193 130 旭化成（株） 三段 筑波大学

120027 山本 孝一 190 122 （株）オネスト 三段 近畿大学

120009 平崎 省吾 178 115 鹿屋体育大学 二段 西日本短大附属高校

120016 影浦 心 179 115 日本中央競馬会 三段 東海大学

120017 影野 裕和 178 101 愛媛県警察 五段 明治大学

120029 斎藤 立 190 160 国士舘高校 初級 上宮中学校

120018 村上 拓 182 130 愛知県警察 四段 国士舘大学

120019 東部 直希 171 123 日本大学 二段 大成高校

120007 松村 颯祐 178 150 東海大学 三段 開星高校

120011 澤井 亮一 181 103 関西大学 三段 綾羽高校

120001 王子谷 剛志 186 145 旭化成（株） 五段 東海大学

120005 田上 創 188 123 （学）了徳寺学園 三段 東京大学

120026 田中 源大 179 120 明治大学 三段 高川学園高校

120013 石川 智啓 176 120 東海大学 三段 東海大相模高校

120015 竹村 昴大 176 120 国士舘大学 三段 国士舘高校

120010 蓜島 剛 179 118 慶應義塾大学 二段 埼玉栄高校

120022 西尾 徹 180 115 大阪府警察 三段 天理大学

120020 香川 大吾 180 140 東海大学 三段 崇徳高校

120014 髙木 一石 185 148 筑波大学 二段 湖西高校

120002 黒岩 貴信 193 140 新日織住金（株） 三段 筑波大学
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

女子-48kg

2018/11/04

参加者数：32

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

204827 中馬 梨歩 153 48 国文中央高校 初級 吉野中学校

204810 仲田 奈央 152 48 帝京大学 二段 桐蔭学園高校

204823 古賀 若菜 152 48 南筑高校 初級 田主丸中学校

204831 和田 君華 155 48 大成高校 初級 大成中学校

204829 坂上 綾 159 48 三井住友海上 三段 夙川学院高校

204803 坂口 仁美 146 48 ヤックス 三段 国際武道大学

204832 外処 茅優 148 48 富士学苑高校 初級 邑楽中学校

204826 奈良 和 148 48 星槎道都大学 二段 秋田北高校

204807 安倍 風花 152 48 環太平洋大学 二段 国士舘高校

204821 小倉 葵 156 48 環太平洋大学 二段 創志学園高校

204824 尾崎 万琳 154 48 ヤックス 三段 淑徳大学

204825 山崎 珠美 158 48 自衛隊体育学校 三段 山梨学院大学

204828 常見 千紗 154 48 帝京科学大学 二段 桐蔭学園高校

204808 常見 海琴 164 48 コマツ 二段 埼玉栄高校

204822 有野 涼 153 48 龍谷大学 二段 奈良育英高校

204814 東川 芽生 155 48 仙台大学 二段 八千代高校

204820 松西 夢紀 148 48 鹿屋体育大学 二段 三島高校

204802 桑原 栞奈 154 48 中京大学 初級 同朋高校

204809 森崎 由理江 153 48 宮崎大学教員 三段 鹿屋体育大学

204811 渋谷 舞 148 48 東海大静岡翔洋高校 初級 鶴田中学校

204806 濱田 早萌 149 48 ベネシード 三段 龍谷大学

204813 田中 芽生 153 48 龍谷大学 三段 奈良育英高校

204830 田崎 ほのか 150 48 環太平洋大学 二段 沖学園高校

204819 白石 響 154 48 熊本西高校 初級 天明中学校

204812 稲毛 ゆか 150 48 埼玉大学 二段 入善高校

204805 芳田 真 152 48 比叡山高校 初級 広陵中学校

204815 荒川 明花 151 48 牛久高校 二段 谷田部東中学校

204801 近藤 亜美 156 48 三井住友海上 三段 大成高校

204817 遠藤 宏美 157 48 ALSOK 四段 筑波大学

204818 飯盛 未来 151 50 陸自久留米駐屯地 二段 佐賀商業高校

204804 馬場 彩子 154 48 桐蔭横浜大学 二段 桐蔭学園高校

204816 高崎 千賀 153 48 JR東日本 三段 環太平洋大学
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

女子-52kg

2018/11/04

参加者数：29

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/04 現在

205226 中内 柚里 154 52 龍谷大学 二段 三島高校

205223 五味 奈津実 157 52 JR東日本 四段 仙台大学

205220 児玉 風香 163 52 山梨学院大学 二段 新田高校

205227 内尾 真子 155 52 自衛隊体育学校 三段 筑波大学

205215 前田 千島 156 52 三井住友海上 二段 国分中央高校

205212 北川 真奈 154 52 埼玉県警察 四段 淑徳大学

205222 古瀬 舞 156 54 帝京大学 二段 長崎明誠高校

205214 坂本 野乃袈 156 52 帝京大学 二段 帝京高校

205219 坪根 菜々子 156 52 福岡大学 初級 沖学園高校

205210 増田 沙由美 162 57 警視庁 三段 山梨学院大学

205206 大森 生純 156 52 帝京高校 二段 高槻七中学校

205213 對馬 みなみ 158 52 東北高校 初級 弘前第一中学校

205221 小泉 友香理 157 52 滋賀県警察 三段 金沢学院大学

205229 山本 夏子 163 52 環太平洋大学 二段 創志学園高校

205203 川越 梨乃 159 52 山梨学院大学 三段 高川学園高校

205209 柳光 真麻 154 52 金沢学院大学 三段 汎愛高校

205208 武田 亮子 154 52 龍谷大学 二段 大成高校

205225 浅岡 美名 154 52 淑徳大学 初級 大成高校

205211 甫木 実咲 152 52 JR東日本 三段 環太平洋大学

205224 益子 楓彩奈 155 52 警視庁 四段 山梨学院大学

205202 石川 朋佳 153 52 静岡産業大学 二段 勢多農林高校

205216 福添 みのり 151 52 帝京大学 二段 長崎明誠高校

205201 立川 莉奈 157 52 福岡大学 三段 敬愛高校

205205 笹原 優希 163 52 仙台大学 二段 盛岡南高校

205217 萩 野乃花 158 54 国士舘大学 二段 帝京高校

205218 藤城 心 158 52 富士学苑高校 初級 堀江中学校

205228 藤本 彩月 158 52 敬愛高校 初級 小野中学校

205204 谷口 由夏 161 52 環太平洋大学 初級 大正高校

205207 長野 七海 163 52 ヤックス 三段 龍谷大学
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

女子-57kg

2018/11/04

参加者数：28

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

205727 古賀 ひより 153 57 創志学園高校 初級 東橘中学校

205709 堂崎 月華 165 57 名張高校 初級 岡崎南中学校

205719 大和久 友佳 160 57 山梨学院大学 三段 八千代高校

205704 大辻 瑛美 162 57 自衛隊体育学校 三段 埼玉大学

205715 宇高 菜絵 161 57 コマツ 五段 帝京大学

205718 富沢 佳奈 160 57 東海大学 二段 埼玉栄高校

205726 小宮山 由理 164 57 金沢学院大学 二段 三浦学苑高校

205728 小野 彰子 163 57 ベネシード 三段 龍谷大学

205714 山内 美輝 160 57 環太平洋大学 二段 創志学園高校

205713 岡田 恵里佳 154 57 立命館宇治高校 初級 広陵中学校

205720 明石 ひかる 161 57 筑波大学 二段 渋谷教育学園渋谷高校

205717 村上 咲良 153 57 福岡大学 二段 沖学園高校

205711 松本 薫 163 57 ベネシード 五段 帝京大学

205708 柳楽 祐里 165 57 JR東日本 三段 国士舘大学

205705 柴田 理帆 165 57 筑波大学 三段 埼玉栄高校

205702 水鳥 友稀 151 56 帝京大学 二段 桜丘高校

205722 渡部 優花 163 57 ALSOK 三段 環太平洋大学

205723 石川 慈 169 57 コマツ 四段 帝京大学

205725 竹内 鈴 152 57 東海大学 三段 敬愛高校

205703 竹盛 稜生 161 57 中京大学 二段 徳島北高校

205701 舟久保 遥香 162 57 三井住友海上 三段 富士学苑高校

205724 若藤 唯 163 57 桐蔭横浜大学 二段 桐蔭学園高校

205721 飯塚 亜美 156 57 仙台大学 二段 三浦学苑高校

205706 香川 瑞希 158 57 東海大学 二段 広島皆実高校

205716 高沢 眞冴 156 57 JR東日本 三段 淑徳大学

205712 高野 綺海 163 57 東京学芸大学 三段 宮崎日大高校

205707 鶴岡 来雪 160 57 コマツ 三段 山梨学院大学

205710 黒木 七都美 160 57 龍谷大学 二段 大成高校
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

女子-63kg

2018/11/04

参加者数：34

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/03 現在

206306 三浦 裕香理 163 63 環太平洋大学 二段 創志学園高校

206333 中村 紫苑 161 63 海上自衛隊 二段 福岡舞鶴高校

206328 佐藤 みずほ 171 63 三井住友海上 二段 藤村女子高校

206330 佐藤 史織 162 63 山梨学院大学 三段 新田高校

206324 勝部 桃 158 63 京都学園高校 初級 京都学園中学校

206332 嘉重 春樺 158 63 環太平洋大学 二段 東大阪敬愛高校

206326 土井 雅子 168 63 JR東日本 三段 環太平洋大学

206313 大住 有加 174 63 JR東日本 四段 環太平洋大学

206334 大石 野乃 160 63 桐蔭横浜大学 二段 小城高校

206311 太田 晴奈 163 63 自衛隊体育学校 三段 淑徳大学

206304 山本 杏 159 63 パーク24（株） 三段 国士舘大学

206316 岡田 萌 165 63 山梨学院大学 二段 夙川学院高校

206310 嵯峨 あきら 161 63 星槎道都大学 二段 新田高校

206303 工藤 千佳 170 63 JR東日本 三段 仙台大学

206312 幸田 奈々 162 63 帝京科学大学 二段 鹿児島南高校

206317 徳田 藍李 156 63 日本体育大学 二段 沖縄尚学高校

206325 本郷 安李 160 63 日本体育大学 二段 奈良育英高校

206329 松尾 美咲 157 63 警視庁 三段 淑徳大学

206327 橋本 悠樹 160 63 金沢学院大学 三段 兵庫商業高校

206315 檀野 芽紅 159 63 星翔高校 初級 広陵中学校

206318 津金 恵 160 63 パーク24（株） 三段 筑波大学

206322 浦 明澄 164 62 創志学園高校 初級 沖学園中学校

206314 渡邉 聖子 168 61 帝京大学 二段 横須賀学院高校

206307 瀬戸口栞南 162 63 山梨学院大学 二段 長崎明誠高校

206331 石井 咲帆 162 62 皇學館大学 二段 名張高校

206302 米澤 夏帆 159 63 龍谷大学 三段 東大阪敬愛高校

206305 結城 彩乃 171 63 富士学苑高校 二段 高槻七中学校

206301 能智 亜衣美 162 63 了徳寺学園 三段 筑波大学

206309 荒木穂乃佳 160 63 兵庫県警察 三段 夙川学院高校

206308 谷内 美希 160 63 大阪府警察 三段 金沢学院大学

206323 長内 香月 163 63 JR東日本 三段 山梨学院大学

206320 飯野 鈴々 165 63 鹿屋体育大学 三段 北筑高校

206319 高橋 仁美 163 63 仙台大学 三段 本荘高校

206321 黒木 和世 158 63 大阪府警察 三段 環太平洋大学

JUW063000_32C 1.0 Report Created SAT 03 NOV 2018 07:23 Page 1 / 1



平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

女子-70kg

2018/11/03

参加者数：30

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/03 現在

207018 ヌンイラ 華蓮 165 70 了徳寺学園 三段 環太平洋大学

207021 佐藤 星麗七 158 70 埼玉栄高校 初級 鶴田中学校

207026 冨田 彩加 170 70 龍谷大学 三段 名城大附属高校

207023 前田 奈恵子 165 70 JR東日本 三段 帝京大学

207013 安松 春香 164 70 ALSOK 四段 環太平洋大学

207007 寺田 宇多菜 164 68 桐蔭学園高校 二段 敬愛高校

207020 小野 華菜恵 159 70 早稲田大学 三段 松商学園高校

207012 嶺井 美穂 164 70 桐蔭横浜大学 二段 桐蔭学園高校

207030 市川 香代子 170 70 宮城県警察 三段 仙台大学

207019 新名 寧々 165 70 夙川学院高校 二段 夙川学院中学校

207027 新森 涼 167 70 コマツ 二段 敬愛高校

207016 朝飛 七海 166 70 桐蔭横浜大学 二段 桐蔭学園高校

207004 朝飛 真実 164 70 桐蔭学園高校 初級 六角橋中学校

207028 杉山 歌嶺 171 70 桐蔭横浜大学 二段 修徳高校

207009 杉村 和加菜 162 70 星槎道都大学 二段 東海大札幌高校

207014 柿澤 史歩 167 70 三井住友海上 三段 渋谷教育学園渋谷高校

207006 桑形 萌花 162 70 夙川学院高校 初級 夙川学院中学校

207022 榎谷 有里 168 70 JR九州 三段 山梨学院大学

207011 池 絵梨菜 165 70 国士舘大学 二段 東大阪敬愛高校

207029 瀬川 侑希 158 70 金沢学院大学 三段 沼津高校

207024 牧田 朱加 163 69 鹿屋体育大学 三段 鹿児島南高校

207001 田中 志歩 171 70 環太平洋大学 初級 聖光高校

207005 矢澤 紗瑛 167 70 埼玉県警察学校 三段 山梨学院大学

207003 石毛 春奈 158 70 宮城県警察 三段 仙台大学

207015 筒井 志保 165 70 仙台大学4年 二段 大成高校

207002 西村 満利江 165 70 帝京大学 初級 長崎明誠高校

207008 西願寺里保 174 70 コマツ 三段 淑徳高校

207010 赤嶺 麻佑 165 70 沖縄県警察 三段 帝京大学

207017 野村 沙矢 164 70 中京大学 二段 中京学院大中京高校

207025 青柳 麗美 168 70 環太平洋大学 二段 鹿児島情報高校
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

女子-78kg

2018/11/03

参加者数：26

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

207812 中村 茉那美 162 78 福岡大学 三段 小城高校

207825 吉田 菜美 165 78 山梨学院大学 二段 八千代高校

207820 和田 梨乃子 163 78 三井住友海上 初級 大成高校

207802 堤下 真里安 163 78 立命館大学 三段 高岡龍谷高校

207806 山中 満紀 170 78 警視庁 三段 山梨学院大学

207815 山内 真子 167 78 東京学芸大学 三段 國學院栃木高校

207824 山口 凌歌 160 78 桐蔭横浜大学 二段 敬愛高校

207811 本山 星 170 78 仙台大学 三段 柴田高校

207803 東 加珠 167 78 大阪体育大学 二段 東大阪敬愛高校

207808 松延 裕里 164 78 JR東日本 三段 筑波大学

207821 松田 なみき 156 78 金沢学院大学 三段 紀央館高校

207814 梅木 真美 174 78 ALSOK 四段 環太平洋大学

207810 梅津 志悠 170 78 三井住友海上火災 三段 敬愛高校

207809 楠 麻衣 160 78 中京大学 二段 加藤学園高校

207826 江口 高千穂 163 78 日本生命保険 二段 鹿屋体育大学

207807 泉 真生 172 78 山梨学院大学 三段 木更津総合高校

207813 清水 美緒 165 78 金沢学院大学 三段 伊香高校

207822 緒方 亜香里 172 78 （学）了徳寺学園 五段 筑波大学

207819 西田 香穂 171 78 JR東日本 三段 山梨学院大学

207818 野澤 知莉 165 71 桐蔭学園高校 二段 東松山北中学校

207817 鈴木 伊織 167 76 環太平洋大学 二段 大成高校

207804 長谷川 瑞紀 170 78 夙川学院高校 初級 中京中学校

207801 髙山 莉加 169 78 三井住友海上 三段 鹿児島南高校

207823 髙橋 ルイ 170 78 ヤックス 二段 環太平洋大学

207816 黒坂 麻樹 168 78 金沢学院大学 三段 金沢学院東高校

207805 黒田 亜紀 172 78 富士学苑高校 初級 大原中学校
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平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

エントリーリスト

千葉ポートアリーナ

女子+78kg

2018/11/03

参加者数：29

生年月日ID 身長(cm) 体重(kg)名前 所属 段位地区 出身校

2018/11/02 現在

217807 中原 爽 171 127 福岡大学 初級 敬愛高校

217808 井上 あかり 170 100 環太平洋大学 三段 創志学園高校

217825 井上 愛美 169 113 JR九州 三段 山梨学院大学

217823 井上 舞子 168 96 淑徳大学 三段 淑徳高校

217805 佐藤 糸織 163 95 金沢学院クラブ 三段 松山東雲女子大学

217828 児島 有紀 170 105 龍谷大学 三段 奈良育英高校

217826 児玉 ひかる 172 108 敬愛クラブ 二段 敬愛高校

217822 冨田 若春 166 103 コマツ 三段 埼玉栄高校

217824 大山 美穂 170 110 名城大学 初級 帝京高校

217809 奥本 華月 169 104 帝京大学 二段 新田高校

217812 宮本 このみ 168 135 星槎道都大学 二段 深川東高校

217814 小島 ひかる 171 103 滋賀県警察 三段 東海大学

217815 山本 沙羅 180 96 福井県スポーツ協 大阪体育大学

217811 山部 佳苗 172 110 （株）ミキハウス 五段 山梨学院大学

217827 岡村 智美 173 85 熊本県警察 四段 清水ヶ丘高校

217803 岡田 実咲 175 88 山梨学院大学 二段 広陵高校

217829 廣谷 姫奈 157 85 仙台大学 二段 八千代高校

217810 斎藤 芽生 166 103 国士舘大学 二段 東大阪敬愛高校

217816 月波 光貴穂 164 122 大阪拘置所 三段 帝京大学

217813 橋本 朱未 180 107 コマツ 三段 淑徳大学

217802 浜 未悠 161 87 環太平洋大学 二段 淑徳高校

217817 田知本 愛 168 110 ALSOK 五段 東海大学

217821 町 純香 172 95 光仁会病院 四段 山梨学院大学

217818 秋場 麻優 172 89 環太平洋大学 三段 北海高校

217801 稲森 奈見 164 108 三井住友海上 四段 鹿児島南高校

217820 米川 明穂 166 95 藤枝順心高校 初級 藤枝順心中学校

217804 粂田 晴乃 161 115 筑波大学 三段 大成高校

217819 藤原 恵美 165 125 大阪府警察 三段 筑波大学

217806 髙橋 瑠璃 165 105 帝京高校 二段 帝京中学校
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