
NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

3-1 60㎏級 1回戦 齋藤昂矢(九州・鹿屋体育大学) 指導2 S2 田原大資(東京・日本大学)

3-2 60㎏級 1回戦 坂田一希(東海・名城大学)  内股 竹田芳樹(東京・帝京大学)

3-3 60㎏級 1回戦 椿龍憧(関東・国際武道大学) 背負投  竹内文汰(東京・東海大学)

3-4 60㎏級 1回戦 宮澤大希(東京・明治大学) 背負投 ○ 藤澤凌巳(北海道・道都大学)

3-5 60㎏級 1回戦 柴田悠輔(東京・国士舘大学) ○ 横四方固 安東隆至(九州・福岡大学)

3-6 60㎏級 1回戦 森田直也(中国四国・徳山大学) 横四方固 ○ 松崎裕毅(東京・帝京科学大学)

3-7 60㎏級 1回戦 満田和総(東京・國學院大学) ○ 上四方固 杉本大地(関西・関西学院大学)

3-8 60㎏級 1回戦 上口徹也(九州・福岡大学) 背負投 ○ 齋藤太成(東京・東洋大学)

3-9 60㎏級 1回戦 大藤潤也(関西・近畿大学) 内股 ○ 秋元大地(東京・中央大学)

3-10 60㎏級 1回戦 林佐駿(北信越・金沢工業大学) ○ 小外刈 阿部貢(北海道・道都大学)

3-11 60㎏級 1回戦 藤澤征憲(東京・国士舘大学) ○ 体落 黒川誠司(東海・名城大学)

3-12 60㎏級 1回戦 宮上和也(北海道・札幌大学) 上四方固 ○ 北原隆文(関東・筑波大学)

3-13 60㎏級 1回戦 勝野智大(東京・専修大学) ○ 横四方固 今西健志郎(九州・福岡大学)

3-14 60㎏級 1回戦 小林玄(関東・山梨学院大学) 反則勝ち ○ 田路悟士(東京・日本体育大学)

3-19 60㎏級 2回戦 志々目徹(東京・日本体育大学) ○ 指導4 佐藤大(関東・山梨学院大学)

3-20 60㎏級 2回戦 佐々木大(関西・大阪産業大学) 指導3 S3 田原大資(東京・日本大学)

3-21 60㎏級 2回戦 田中克尚(関西・びわこ成蹊スポーツ大学) 内股 ○ 坂田一希(東海・名城大学)

3-22 60㎏級 2回戦 橋本拓也(東北・富士大学) 後袈裟固 ○ 竹内文汰(東京・東海大学)

3-23 60㎏級 2回戦 溝口豪(北信越・金沢学院大学) 背負投 ○ 藤澤凌巳(北海道・道都大学)

3-24 60㎏級 2回戦 丸山勇輝(東北・東日本国際大学) 巴投 ○ 柴田悠輔(東京・国士舘大学)

3-25 60㎏級 2回戦 島達人(関東・筑波大学) 指導2 S2 松崎裕毅(東京・帝京科学大学)

3-26 60㎏級 2回戦 檜作勇輝(東海・近畿大学高専) 横四方固 ○ 満田和総(東京・國學院大学)

3-27 60㎏級 2回戦 澤田涼(東京・国士舘大学) ○ 横四方固 鈴木雄平(関西・大阪体育大学)

3-28 60㎏級 2回戦 田中崇晃(関東・筑波大学) S2 GS・指導2 齋藤太成(東京・東洋大学)

3-29 60㎏級 2回戦 浦田宏樹(中国四国・徳山大学) 指導2 S2 秋元大地(東京・中央大学)

3-30 60㎏級 2回戦 駒杵嵩大(東京・東海大学) ○ 上四方固 林佐駿(北信越・金沢工業大学)

3-31 60㎏級 2回戦 熊倉拓哉(北信越・金沢学院大学) 背負投  藤澤征憲(東京・国士舘大学)

3-32 60㎏級 2回戦 石飛祐(中国四国・岡山商科大学) 小外刈  北原隆文(関東・筑波大学)

3-33 60㎏級 2回戦 舟見諒太(関西・関西大学)  大内刈 勝野智大(東京・専修大学)

3-34 60㎏級 2回戦 我妻晃旗(東北・仙台大学) 指導2 S2 田路悟士(東京・日本体育大学)

3-39 60㎏級 3回戦 志々目徹(東京・日本体育大学) ○ 内股 田原大資(東京・日本大学)

3-40 60㎏級 3回戦 坂田一希(東海・名城大学) 背負投 ○ 竹内文汰(東京・東海大学)

3-41 60㎏級 3回戦 藤澤凌巳(北海道・道都大学) 巴投  柴田悠輔(東京・国士舘大学)

3-42 60㎏級 3回戦 松崎裕毅(東京・帝京科学大学) ○ 横四方固 満田和総(東京・國學院大学)

3-43 60㎏級 3回戦 澤田涼(東京・国士舘大学) S1 GS・指導1 田中崇晃(関東・筑波大学)

3-44 60㎏級 3回戦 秋元大地(東京・中央大学) ○ 内股 駒杵嵩大(東京・東海大学)

3-45 60㎏級 3回戦 藤澤征憲(東京・国士舘大学) 小外刈  北原隆文(関東・筑波大学)

3-46 60㎏級 3回戦 舟見諒太(関西・関西大学) 大内刈 ○ 田路悟士(東京・日本体育大学)

3-49 60㎏級 準々決勝戦 志々目徹(東京・日本体育大学) S3 指導3 竹内文汰(東京・東海大学)

3-50 60㎏級 準々決勝戦 柴田悠輔(東京・国士舘大学) 払腰  松崎裕毅(東京・帝京科学大学)

3-51 60㎏級 準々決勝戦 澤田涼(東京・国士舘大学) S1 指導1 秋元大地(東京・中央大学)

3-52 60㎏級 準々決勝戦 北原隆文(関東・筑波大学) 体落  田路悟士(東京・日本体育大学)

1-49 60㎏級 準決勝戦 志々目徹(東京・日本体育大学) ○ 内股 松崎裕毅(東京・帝京科学大学)

2-54 60㎏級 準決勝戦 澤田涼(東京・国士舘大学) ○ 縦四方固 田路悟士(東京・日本体育大学)

2-62 60㎏級 決勝戦 志々目徹(東京・日本体育大学) S2 指導2 澤田涼(東京・国士舘大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 志々目徹(東京志々目徹(東京志々目徹(東京志々目徹(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 澤田涼(東京澤田涼(東京澤田涼(東京澤田涼(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
第三位第三位第三位第三位 松崎裕毅(東京松崎裕毅(東京松崎裕毅(東京松崎裕毅(東京・・・・帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)

〃〃〃〃 田路悟士(東京田路悟士(東京田路悟士(東京田路悟士(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)
ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 竹内文汰(東京竹内文汰(東京竹内文汰(東京竹内文汰(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)

〃〃〃〃 柴田悠輔(東京柴田悠輔(東京柴田悠輔(東京柴田悠輔(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
〃〃〃〃 秋元大地(東京秋元大地(東京秋元大地(東京秋元大地(東京・・・・中央大学)中央大学)中央大学)中央大学)
〃〃〃〃 北原隆文(関東北原隆文(関東北原隆文(関東北原隆文(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

4-1 66㎏級 1回戦 岩館典毅(北海道・札幌大学) 袈裟固 ○ 椹木恭仁(関西・大阪経済大学)

4-2 66㎏級 1回戦 中田開(東海・愛知大学) 帯取返 ○ 久間康寛(東京・帝京科学大学)

4-3 66㎏級 1回戦 蛯沢敏生(東京・早稲田大学)  大腰 山口悟(関東・清和大学)

4-4 66㎏級 1回戦 竪山将(九州・鹿屋体育大学) 不戦勝ち ○ 六郷雄平(東京・明治大学)

4-5 66㎏級 1回戦 米村将(東京・国士舘大学) ○ 横四方固 仲保一輝(北信越・金沢学院大学)

4-6 66㎏級 1回戦 藤谷哲充(関西・関西学院大学) 指導3 S3 杉下健(東京・中央大学)

4-7 66㎏級 1回戦 江藤康太(東京・東海大学) S2 指導2 齋藤雄河(東北・東日本国際大学)

4-8 66㎏級 1回戦 藤沢大志(関東・流通経済大学) 指導1 S1 松下勇次(関西・大阪産業大学)

3-15 66㎏級 1回戦 橋本陽介(東北・東日本国際大学) 指導2 S2 大野風暉(関西・近畿大学)

3-16 66㎏級 1回戦 河野海(中国四国・岡山商科大学) 袖釣込腰 ○ 石黒亮太(東京・国士舘大学)

3-17 66㎏級 1回戦 宮崎廉(関東・桐蔭横浜大学) ○ 内股透 宮上勇太(東京・帝京大学)

3-18 66㎏級 1回戦 宮下稜平(東京・明治大学) ○ 大内刈 田中寿斗(関西・大阪経済大学)

5-15 66㎏級 1回戦 竹中悠貴(関西・大阪体育大学) 指導3 S3 伊藤淳介(九州・鹿屋体育大学)

5-16 66㎏級 1回戦 高田大吾(東京・東洋大学) ○ 肩固 白川靖房(北信越・福井工業大学)

5-17 66㎏級 1回戦 佐々木貴大(東京・日本体育大学)  払腰返 内村将大(関西・同志社大学)

5-18 66㎏級 1回戦 前川允人(関東・清和大学) S1 指導1 櫛引貴志(東北・仙台大学)

4-20 66㎏級 2回戦 髙上智史(東京・日本体育大学) 不戦勝ち ○ 椹木恭仁(関西・大阪経済大学)

4-21 66㎏級 2回戦 鳥居天翔(関東・山梨学院大学) 小外掛 ○ 久間康寛(東京・帝京科学大学)

4-22 66㎏級 2回戦 藤田哲也(中国四国・松山大学) ○ 送襟絞 蛯沢敏生(東京・早稲田大学)

4-23 66㎏級 2回戦 坂野皓基(北信越・金沢学院大学) 内股 ○ 六郷雄平(東京・明治大学)

4-24 66㎏級 2回戦 永田直也(中国四国・徳山大学) 指導2 S2 米村将(東京・国士舘大学)

4-25 66㎏級 2回戦 田中祐季(九州・鹿屋体育大学) 小外掛  杉下健(東京・中央大学)

4-26 66㎏級 2回戦 高松康介(北海道・札幌大学) 一本背負投 ○ 江藤康太(東京・東海大学)

4-27 66㎏級 2回戦 森勇人(東海・愛知学院大学) 体落 ○ 松下勇次(関西・大阪産業大学)

3-35 66㎏級 2回戦 清水健登(関東・山梨学院大学) ○ 袖釣込腰 大野風暉(関西・近畿大学)

3-36 66㎏級 2回戦 稲田達哉(東海・皇學館大学) 背負投  石黒亮太(東京・国士舘大学)

3-37 66㎏級 2回戦 小山孝良(北信越・金沢学院大学) 横四方固 ○ 宮崎廉(関東・桐蔭横浜大学)

3-38 66㎏級 2回戦 西宮考紀(九州・東海大学九州) 小外刈 ○ 宮下稜平(東京・明治大学)

5-35 66㎏級 2回戦 本間大地(東京・東海大学) S3 指導3 伊藤淳介(九州・鹿屋体育大学)

5-36 66㎏級 2回戦 有田竜之介(関東・国際武道大学) 大内刈 ○ 高田大吾(東京・東洋大学)

5-37 66㎏級 2回戦 松田優二郞(北海道・札幌大学) 内股 ○ 佐々木貴大(東京・日本体育大学)

5-38 66㎏級 2回戦 居村武紀(中国四国・松山大学) 指導3 S3 前川允人(関東・清和大学)

4-40 66㎏級 3回戦 椹木恭仁(関西・大阪経済大学) 小外刈 ○ 久間康寛(東京・帝京科学大学)

4-41 66㎏級 3回戦 藤田哲也(中国四国・松山大学) 袖釣込腰 ○ 六郷雄平(東京・明治大学)

4-42 66㎏級 3回戦 米村将(東京・国士舘大学) 大内刈  杉下健(東京・中央大学)

4-43 66㎏級 3回戦 江藤康太(東京・東海大学) S2 指導2 松下勇次(関西・大阪産業大学)

3-47 66㎏級 3回戦 清水健登(関東・山梨学院大学)  大内刈 石黒亮太(東京・国士舘大学)

3-48 66㎏級 3回戦 宮崎廉(関東・桐蔭横浜大学) S1 指導1 宮下稜平(東京・明治大学)

5-47 66㎏級 3回戦 本間大地(東京・東海大学)  背負投 高田大吾(東京・東洋大学)

5-48 66㎏級 3回戦 佐々木貴大(東京・日本体育大学) 内股透  前川允人(関東・清和大学)

4-50 66㎏級 準々決勝戦 久間康寛(東京・帝京科学大学) 不戦勝ち ○ 六郷雄平(東京・明治大学)

4-51 66㎏級 準々決勝戦 杉下健(東京・中央大学) 巴投 ○ 江藤康太(東京・東海大学)

3-53 66㎏級 準々決勝戦 清水健登(関東・山梨学院大学) 背負投 ○ 宮崎廉(関東・桐蔭横浜大学)

5-53 66㎏級 準々決勝戦 本間大地(東京・東海大学) ○ 横四方固 前川允人(関東・清和大学)

1-51 66㎏級 準決勝戦 六郷雄平(東京・明治大学) ○ 巴投 江藤康太(東京・東海大学)

2-56 66㎏級 準決勝戦 宮崎廉(関東・桐蔭横浜大学) 指導2 S2 本間大地(東京・東海大学)

2-64 66㎏級 決勝戦 六郷雄平(東京・明治大学)  小内刈 本間大地(東京・東海大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 六郷雄平(東京六郷雄平(東京六郷雄平(東京六郷雄平(東京・・・・明治大学)明治大学)明治大学)明治大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 本間大地(東京本間大地(東京本間大地(東京本間大地(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)
第三位第三位第三位第三位 江藤康太(東京江藤康太(東京江藤康太(東京江藤康太(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)

〃〃〃〃 宮崎廉(関東宮崎廉(関東宮崎廉(関東宮崎廉(関東・・・・桐蔭横浜大学)桐蔭横浜大学)桐蔭横浜大学)桐蔭横浜大学)
ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 久間康寛(東京久間康寛(東京久間康寛(東京久間康寛(東京・・・・帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)

〃〃〃〃 杉下健(東京杉下健(東京杉下健(東京杉下健(東京・・・・中央大学)中央大学)中央大学)中央大学)
〃〃〃〃 清水健登(関東清水健登(関東清水健登(関東清水健登(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)
〃〃〃〃 前川允人(関東前川允人(関東前川允人(関東前川允人(関東・・・・清和大学)清和大学)清和大学)清和大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

1-1 73㎏級 1回戦 平嶋孔輝(東北・富士大学) ○ 内股透 出田龍太郎(中国四国・徳山大学)

1-2 73㎏級 1回戦 入江真司(関西・大阪体育大学) 送襟絞 ○ 井上倫貴(東京・東海大学)

1-3 73㎏級 1回戦 大石源(関西・大阪産業大学) ○ 腕挫十字固 浅野昭光(北信越・北陸大学)

1-4 73㎏級 1回戦 前島圭佑(東海・近畿大学高専) 腕挫十字固 ○ 岩渕侑生(東京・国士舘大学)

1-5 73㎏級 1回戦 吉川翔太(東海・静岡産業大学) ○ 横四方固 平舘雅俊(東北・富士大学)

1-6 73㎏級 1回戦 安昌林(関東・筑波大学)  大内返 山下雄大(東京・順天堂大学)

1-7 73㎏級 1回戦 宮山翔多(関東・山梨学院大学) 指導2 S2 深瀬雅樹(九州・東海大学九州)

1-8 73㎏級 1回戦 茅野圭祐(東京・日本大学) 腕挫十字固 ○ 松倉勇人(関西・関西大学)

1-9 73㎏級 1回戦 平野光司(中国四国・東亜大学) 支釣込足 ○ 菊地佳祐(北海道・道都大学)

2-1 73㎏級 1回戦 佐藤慎太郎(関東・桐蔭横浜大学) 払巻込 ○ 有田翔(九州・鹿屋体育大学)

2-2 73㎏級 1回戦 野小敦史(北信越・金沢工業大学) 横四方固 ○ 平山慧周(東京・順天堂大学)

2-3 73㎏級 1回戦 永野敦士(中国四国・徳山大学) ○ 横四方固 山崎誠士(関西・姫路獨協大学)

2-4 73㎏級 1回戦 高広大輝(北海道・道都大学) 指導1 S1 尼崎皆登(関西・同志社大学)

2-5 73㎏級 1回戦 木原直紀(中国四国・松山大学) 背負落 ○ 三井大輝(東京・国士舘大学)

2-6 73㎏級 1回戦 細谷健太(東北・富士大学) 内股 ○ 山本雄介(関東・関東学園大学)

2-7 73㎏級 1回戦 日置雄斗(東京・日本体育大学) ○ 小外刈 池田宏次郎(関東・山梨学院大学)

2-8 73㎏級 1回戦 川本遼太郎(東海・愛知大学) ○ 縦四方固 添田航平(関西・大阪大学)

2-9 73㎏級 1回戦 橋本壮市(東京・東海大学) ○ 小内刈 森重雅貴(北海道・札幌大学)

1-22 73㎏級 2回戦 西山雄希(関東・筑波大学)  内股 平嶋孔輝(東北・富士大学)

1-23 73㎏級 2回戦 長濱真太(九州・福岡大学) 巴投  井上倫貴(東京・東海大学)

1-24 73㎏級 2回戦 中村一那(東京・帝京科学大学)  背負投 大石源(関西・大阪産業大学)

1-25 73㎏級 2回戦 篠原怜(関東・国際武道大学)  隅返 岩渕侑生(東京・国士舘大学)

1-26 73㎏級 2回戦 太田和志(関西・近畿大学)  出足払 吉川翔太(東海・静岡産業大学)

1-27 73㎏級 2回戦 若林凱(北信越・金沢学院大学) 背負投 ○ 安昌林(関東・筑波大学)

1-28 73㎏級 2回戦 平田真也(東京・大東文化大学) ○ 袈裟固 深瀬雅樹(九州・東海大学九州)

1-29 73㎏級 2回戦 松倉勇人(関西・関西大学) GS・背負投  菊地佳祐(北海道・道都大学)

2-21 73㎏級 2回戦 千田聖也(東京・中央大学) 一本背負投  有田翔(九州・鹿屋体育大学)

2-22 73㎏級 2回戦 塩野幸平(関西・関西学院大学) 一本背負投  平山慧周(東京・順天堂大学)

2-23 73㎏級 2回戦 三浦健寛(東京・国士舘大学) ○ 縦四方固 永野敦士(中国四国・徳山大学)

2-24 73㎏級 2回戦 木原啓伸(関東・筑波大学) 釣込腰  尼崎皆登(関西・同志社大学)

2-25 73㎏級 2回戦 大西将也(関西・関西大学) 合わせ技 ○ 三井大輝(東京・国士舘大学)

2-26 73㎏級 2回戦 井上修平(東京・國學院大学) 指導1 S1 山本雄介(関東・関東学園大学)

2-27 73㎏級 2回戦 石坂翔平(九州・福岡教育大学) 指導2 S2 日置雄斗(東京・日本体育大学)

2-28 73㎏級 2回戦 川本遼太郎(東海・愛知大学) 袖釣込腰 ○ 橋本壮市(東京・東海大学)

1-38 73㎏級 3回戦 西山雄希(関東・筑波大学)  内股 井上倫貴(東京・東海大学)

1-39 73㎏級 3回戦 中村一那(東京・帝京科学大学) ○ 背負投 篠原怜(関東・国際武道大学)

1-40 73㎏級 3回戦 太田和志(関西・近畿大学) 袖釣込腰 ○ 安昌林(関東・筑波大学)

1-41 73㎏級 3回戦 平田真也(東京・大東文化大学) ○ 崩上四方固 菊地佳祐(北海道・道都大学)

2-41 73㎏級 3回戦 有田翔(九州・鹿屋体育大学) 横四方固 ○ 平山慧周(東京・順天堂大学)

2-42 73㎏級 3回戦 三浦健寛(東京・国士舘大学)  小外掛 尼崎皆登(関西・同志社大学)

2-43 73㎏級 3回戦 三井大輝(東京・国士舘大学) 指導2 S2 山本雄介(関東・関東学園大学)

2-44 73㎏級 3回戦 日置雄斗(東京・日本体育大学) 大外刈 ○ 橋本壮市(東京・東海大学)

1-46 73㎏級 準々決勝戦 西山雄希(関東・筑波大学) 背負投 ○ 中村一那(東京・帝京科学大学)

1-47 73㎏級 準々決勝戦 安昌林(関東・筑波大学) S3 指導3 平田真也(東京・大東文化大学)

2-51 73㎏級 準々決勝戦 平山慧周(東京・順天堂大学) 指導2 S2 三浦健寛(東京・国士舘大学)

2-52 73㎏級 準々決勝戦 山本雄介(関東・関東学園大学) 大外刈 ○ 橋本壮市(東京・東海大学)

1-53 73㎏級 準決勝戦 中村一那(東京・帝京科学大学) 指導2 S2 安昌林(関東・筑波大学)

2-58 73㎏級 準決勝戦 三浦健寛(東京・国士舘大学) 袖釣込腰  橋本壮市(東京・東海大学)

2-66 73㎏級 決勝戦 安昌林(関東・筑波大学)  GS・背負投 橋本壮市(東京・東海大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 安昌林(関東安昌林(関東安昌林(関東安昌林(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 橋本壮市(東京橋本壮市(東京橋本壮市(東京橋本壮市(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)
第三位第三位第三位第三位 中村一那(東京中村一那(東京中村一那(東京中村一那(東京・・・・帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)

〃〃〃〃 三浦健寛(東京三浦健寛(東京三浦健寛(東京三浦健寛(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 西山雄希(関東西山雄希(関東西山雄希(関東西山雄希(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)

〃〃〃〃 平田真也(東京平田真也(東京平田真也(東京平田真也(東京・・・・大東文化大学)大東文化大学)大東文化大学)大東文化大学)
〃〃〃〃 平山慧周(東京平山慧周(東京平山慧周(東京平山慧周(東京・・・・順天堂大学)順天堂大学)順天堂大学)順天堂大学)
〃〃〃〃 山本雄介(関東山本雄介(関東山本雄介(関東山本雄介(関東・・・・関東学園大学)関東学園大学)関東学園大学)関東学園大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

5-1 81㎏級 1回戦 石井貴大(北海道・道都大学) GS・指導3 S3 平井将太(東京・東海大学)
5-2 81㎏級 1回戦 苗村知輝(関西・近畿大学) 内股 ○ 永瀬貴規(関東・筑波大学)
5-3 81㎏級 1回戦 藤本拓(東京・帝京科学大学)  一本背負投 宮金昇吾(九州・東海大学九州)
5-4 81㎏級 1回戦 高橋慧(北信越・北陸大学) 腕挫十字固 ○ 粕谷周平(東海・名城大学)
5-5 81㎏級 1回戦 藤中拓馬(中国四国・徳山大学) 指導2 S2 山本幸紀(関東・筑波大学)
5-6 81㎏級 1回戦 板垣将大(東北・秋田大学) 出足払 ○ 清水大樹(関東・埼玉大学)
5-7 81㎏級 1回戦 渕原槙一(東京・日本体育大学)  内股 澁谷英太郎(北海道・札幌大学)
5-8 81㎏級 1回戦 馬場龍伍(北信越・金沢学院大学) ○ 大腰 古川堅也(九州・福岡教育大学)
5-9 81㎏級 1回戦 下岡大輝(関西・甲南大学) 指導2 S2 糸井滉平(東京・國學院大学)
5-10 81㎏級 1回戦 サントスユウジ(関東・国際武道大学) S2 指導2 原啓太(東海・愛知大学)
5-11 81㎏級 1回戦 高橋亨介(関東・桐蔭横浜大学) 横四方固 ○ 佐藤雄哉(東京・国士舘大学)
5-12 81㎏級 1回戦 佐藤雅也(北海道・道都大学) 払腰 ○ 赤迫弘幸(東京・明治大学)
5-13 81㎏級 1回戦 豊田純(東京・日本体育大学) ○ 払腰 阿部亮介(関西・立命館大学)

5-14 81㎏級 1回戦 山田泰裕(関東・筑波大学) 棄権勝 ○ 中山翔太(東京・帝京科学大学)

5-19 81㎏級 2回戦 片岡仁(東京・日本大学)  袖釣込腰 山本悠介(関西・大阪産業大学)
5-20 81㎏級 2回戦 中田大貴(関東・山梨学院大学) ○ 袖釣込腰 平井将太(東京・東海大学)
5-21 81㎏級 2回戦 寺村彰人(東海・星城大学) 縦四方固 ○ 永瀬貴規(関東・筑波大学)
5-22 81㎏級 2回戦 高橋耕平(北信越・新潟大学) 不戦勝 ○ 藤本拓(東京・帝京科学大学)
5-23 81㎏級 2回戦 石田友哉(東京・国士舘大学) S1 指導1 粕谷周平(東海・名城大学)
5-24 81㎏級 2回戦 渡部達也(東京・順天堂大学) 払腰 ○ 山本幸紀(関東・筑波大学)
5-25 81㎏級 2回戦 徳永一光(九州・鹿屋体育大学) 指導2 S2 清水大樹(関東・埼玉大学)
5-26 81㎏級 2回戦 黒田賢司(関西・同志社大学) 大外刈 ○ 渕原槙一(東京・日本体育大学)
5-27 81㎏級 2回戦 松本拳弥(東北・秋田大学) 袖釣込腰 ○ 佐藤正大(東京・国士舘大学)
5-28 81㎏級 2回戦 西山樹(関西・関西学院大学)  大内刈 馬場龍伍(北信越・金沢学院大学)
5-29 81㎏級 2回戦 有吉育揮(中国四国・岡山商科大学) 大外刈 ○ 糸井滉平(東京・國學院大学)
5-30 81㎏級 2回戦 渡邉勇人(東京・東海大学) ○ 内股返 サントスユウジ(関東・国際武道大学)

5-31 81㎏級 2回戦 中野貴史(東北・仙台大学) 指導3 S3 佐藤雄哉(東京・国士舘大学)
5-32 81㎏級 2回戦 寺本裕基(関西・関西大学) S2 指導2 赤迫弘幸(東京・明治大学)
5-33 81㎏級 2回戦 阿部守之(中国四国・松山大学) 体落 ○ 豊田純(東京・日本体育大学)

5-34 81㎏級 2回戦 木村隼輔(九州・鹿屋体育大学)  大内刈 中山翔太(東京・帝京科学大学)

5-39 81㎏級 3回戦 片岡仁(東京・日本大学) S2 指導2 中田大貴(関東・山梨学院大学)
5-40 81㎏級 3回戦 永瀬貴規(関東・筑波大学) ○ 大内刈 藤本拓(東京・帝京科学大学)
5-41 81㎏級 3回戦 石田友哉(東京・国士舘大学) 内股 ○ 山本幸紀(関東・筑波大学)
5-42 81㎏級 3回戦 清水大樹(関東・埼玉大学) 内股 ○ 渕原槙一(東京・日本体育大学)
5-43 81㎏級 3回戦 佐藤正大(東京・国士舘大学) ○ 小外刈 西山樹(関西・関西学院大学)
5-44 81㎏級 3回戦 糸井滉平(東京・國學院大学) 小外刈 ○ 渡邉勇人(東京・東海大学)
5-45 81㎏級 3回戦 佐藤雄哉(東京・国士舘大学) ○ 肩固 寺本裕基(関西・関西大学)

5-46 81㎏級 3回戦 豊田純(東京・日本体育大学) ○ 内股 木村隼輔(九州・鹿屋体育大学)

5-49 81㎏級 準々決勝戦 片岡仁(東京・日本大学) 内股 ○ 永瀬貴規(関東・筑波大学)
5-50 81㎏級 準々決勝戦 山本幸紀(関東・筑波大学) ○ 大外刈 渕原槙一(東京・日本体育大学)
5-51 81㎏級 準々決勝戦 佐藤正大(東京・国士舘大学) 内股 ○ 渡邉勇人(東京・東海大学)

5-52 81㎏級 準々決勝戦 佐藤雄哉(東京・国士舘大学) 指導2 S2 豊田純(東京・日本体育大学)

1-55 81㎏級 準決勝戦 永瀬貴規(関東・筑波大学) ○ 上四方固 山本幸紀(関東・筑波大学)

2-60 81㎏級 準決勝戦 渡邉勇人(東京・東海大学)  体落 豊田純(東京・日本体育大学)

2-68 81㎏級 決勝戦 永瀬貴規(関東・筑波大学) 崩袈裟固 ○ 渡邉勇人(東京・東海大学)

〃〃〃〃 渕原槙一(東京渕原槙一(東京渕原槙一(東京渕原槙一(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)
〃〃〃〃 佐藤正大(東京佐藤正大(東京佐藤正大(東京佐藤正大(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
〃〃〃〃 佐藤雄哉(東京佐藤雄哉(東京佐藤雄哉(東京佐藤雄哉(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)

第三位第三位第三位第三位 山本幸紀(関東山本幸紀(関東山本幸紀(関東山本幸紀(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)
〃〃〃〃 豊田純(東京豊田純(東京豊田純(東京豊田純(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 片岡仁(東京片岡仁(東京片岡仁(東京片岡仁(東京・・・・日本大学)日本大学)日本大学)日本大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 渡邉勇人(東京渡邉勇人(東京渡邉勇人(東京渡邉勇人(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 永瀬貴規(関東永瀬貴規(関東永瀬貴規(関東永瀬貴規(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

1-1 90㎏級 1回戦 平田翔(北信越・北陸大学) 崩袈裟固 ○ 矢櫃晃生(九州・鹿屋体育大学)
1-2 90㎏級 1回戦 大王光貴(東京・中央大学) ○ 内股すかし 松岡翔誠(中国四国・岡山商科大学)
1-3 90㎏級 1回戦 渡邊一也(東北・仙台大学) 指導3 S3 大堀直也(東京・日本体育大学)
1-4 90㎏級 1回戦 三橋和真(東北・東日本国際大学) 後袈裟固 ○ 三浦圭偉(関東・山梨学院大学)
1-5 90㎏級 1回戦 後藤健太(関西・同志社大学) ○ 指導4 吉内達哉(東海・名古屋商科大学)
1-6 90㎏級 1回戦 山下竜志(関西・立命館大学) 内股 ○ 澤建志郎(九州・福岡大学)
1-7 90㎏級 1回戦 地﨑亮祐(東京・國學院大学) ○ 縦四方固 長根翔太(北海道・道都大学)
1-8 90㎏級 1回戦 谷田部亮(関東・筑波大学) GS・大内刈  菊地友輝(東北・仙台大学)
1-9 90㎏級 1回戦 一ノ瀬大暉(関西・近畿大学) 横四方固 ○ 長澤憲大(東京・東海大学)
1-10 90㎏級 1回戦 吉本明広(北海道・北海学園大学) 内股すかし ○ 荒巻隆太朗(九州・鹿屋体育大学)
1-11 90㎏級 1回戦 鈴木慎平(東京・日本体育大学) ○ 内股 田中翔大(北信越・金沢学院大学)
1-12 90㎏級 1回戦 三浦啓汰(東京・明治学院大学) 内股すかし ○ 山岸晃大(九州・鹿屋体育大学)
1-13 90㎏級 1回戦 佐藤悠人(北海道・道都大学) 指導3 S3 小林悠輔(関東・筑波大学)
1-14 90㎏級 1回戦 山田龍輝(東北・東日本国際大学) 小外掛 ○ 岩堀睦宗(北信越・福井工業大学)

1-15 90㎏級 1回戦 綾部康平(中国四国・徳山大学) 小外掛  田坂翔太(東京・日本体育大学)

1-16 90㎏級 2回戦 宮田和樹(東海・愛知大学) 袈裟固 ○ 山先一平(関西・近畿大学)
1-17 90㎏級 2回戦 横田雄斗(東京・国士舘大学) S2 GS・指導2 矢櫃晃生(九州・鹿屋体育大学)
1-18 90㎏級 2回戦 今成裕之(北海道・北海道大学) 体落 ○ 大王光貴(東京・中央大学)
1-19 90㎏級 2回戦 長野鷹彦(関東・国際武道大学) 上四方固 ○ 大堀直也(東京・日本体育大学)
1-20 90㎏級 2回戦 若林大祐(東京・東海大学)  大腰 三浦圭偉(関東・山梨学院大学)
1-21 90㎏級 2回戦 鴇田健介(東京・大正大学) ○ 大腰 後藤健太(関西・同志社大学)
1-22 90㎏級 2回戦 井上昂亮(東京・早稲田大学) 大内刈  澤建志郎(九州・福岡大学)
1-23 90㎏級 2回戦 長倉友樹(関東・筑波大学) GS・指導3 S3 地﨑亮祐(東京・國學院大学)
1-24 90㎏級 2回戦 梶田俊樹(中国四国・岡山商科大学) 払腰 ○ 菊地友輝(東北・仙台大学)
1-25 90㎏級 2回戦 杉山潤(東海・名古屋大学) 大外刈 ○ 長澤憲大(東京・東海大学)
1-26 90㎏級 2回戦 佐藤大樹(東京・専修大学) S2 指導2 荒巻隆太朗(九州・鹿屋体育大学)
1-27 90㎏級 2回戦 門脇直生(関東・埼玉大学) 内股 ○ 鈴木慎平(東京・日本体育大学)
1-28 90㎏級 2回戦 角野莉欧(関西・甲南大学)  払腰 山岸晃大(九州・鹿屋体育大学)
1-29 90㎏級 2回戦 釘丸太一(東京・国士舘大学) S3 指導3 小林悠輔(関東・筑波大学)
1-30 90㎏級 2回戦 高橋顕太郎(東京・拓殖大学) S3 指導3 岩堀睦宗(北信越・福井工業大学)

1-31 90㎏級 2回戦 龍田匡史(関西・関西学院大学) 一本背負投  田坂翔太(東京・日本体育大学)

1-32 90㎏級 3回戦 山先一平(関西・近畿大学) 指導2 S2 横田雄斗(東京・国士舘大学)
1-33 90㎏級 3回戦 大王光貴(東京・中央大学) GS・背負投  大堀直也(東京・日本体育大学)
1-34 90㎏級 3回戦 若林大祐(東京・東海大学) ○ 横四方固 鴇田健介(東京・大正大学)
1-35 90㎏級 3回戦 澤建志郎(九州・福岡大学) 大内刈 ○ 地﨑亮祐(東京・國學院大学)
1-36 90㎏級 3回戦 菊地友輝(東北・仙台大学) 内股 ○ 長澤憲大(東京・東海大学)
1-37 90㎏級 3回戦 佐藤大樹(東京・専修大学) GS・指導3 S3 鈴木慎平(東京・日本体育大学)
1-38 90㎏級 3回戦 角野莉欧(関西・甲南大学) 払巻込 ○ 釘丸太一(東京・国士舘大学)

1-39 90㎏級 3回戦 高橋顕太郎(東京・拓殖大学) 大外刈  田坂翔太(東京・日本体育大学)

1-40 90㎏級 準々決勝戦 横田雄斗(東京・国士舘大学) ○ 横四方固 大堀直也(東京・日本体育大学)
1-41 90㎏級 準々決勝戦 若林大祐(東京・東海大学) 大内刈 ○ 地﨑亮祐(東京・國學院大学)
1-42 90㎏級 準々決勝戦 長澤憲大(東京・東海大学) ○ 内股 鈴木慎平(東京・日本体育大学)

1-43 90㎏級 準々決勝戦 釘丸太一(東京・国士舘大学) ○ 指導4 田坂翔太(東京・日本体育大学)

1-45 90㎏級 準決勝戦 横田雄斗(東京・国士舘大学) 指導3 S3 地﨑亮祐(東京・國學院大学)

2-45 90㎏級 準決勝戦 長澤憲大(東京・東海大学) S3 GS・指導3 釘丸太一(東京・国士舘大学)

2-51 90㎏級 決勝戦 地﨑亮祐(東京・國學院大学) 指導1 S1 長澤憲大(東京・東海大学)

〃〃〃〃 若林大祐(東京若林大祐(東京若林大祐(東京若林大祐(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)
〃〃〃〃 鈴木慎平(東京鈴木慎平(東京鈴木慎平(東京鈴木慎平(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)
〃〃〃〃 田坂翔太(東京田坂翔太(東京田坂翔太(東京田坂翔太(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)

第三位第三位第三位第三位 横田雄斗(東京横田雄斗(東京横田雄斗(東京横田雄斗(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
〃〃〃〃 釘丸太一(東京釘丸太一(東京釘丸太一(東京釘丸太一(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 大堀直也(東京大堀直也(東京大堀直也(東京大堀直也(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 長澤憲大(東京長澤憲大(東京長澤憲大(東京長澤憲大(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 地﨑亮祐(東京地﨑亮祐(東京地﨑亮祐(東京地﨑亮祐(東京・・・・國學院大学)國學院大学)國學院大学)國學院大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

2-1 100㎏級 1回戦 近藤大地(東北・秋田大学) 小外刈  佐藤航平(関東・埼玉大学)
2-2 100㎏級 1回戦 大根匡騎(東京・順天堂大学) 小外刈  安田翔太(関西・近畿大学)
2-3 100㎏級 1回戦 松原功貴(東海・名城大学) 指導4 ○ 制野孝二郎(東京・日本大学)
2-4 100㎏級 1回戦 シャーフセインシャー(関東・筑波大学)  袖釣込腰 北園拓也(九州・福岡大学)
2-5 100㎏級 1回戦 伊藤龍一(東北・富士大学) 小外刈 ○ 高橋良介(東京・明治大学)
2-6 100㎏級 1回戦 近成敦(関西・甲南大学) 内股透 ○ 中野隼人(東京・東海大学)
2-7 100㎏級 1回戦 巴山誠(東京・日本大学) 大内刈  武本晃季(関東・山梨学院大学)
2-8 100㎏級 1回戦 北村和也(関西・大阪産業大学) ○ 大外刈 塚本健太郎(東京・国士舘大学)
2-9 100㎏級 1回戦 末永良太(中国四国・徳山大学) 腕緘 ○ 稲田基(東京・日本大学)
2-10 100㎏級 1回戦 久保田諒一(九州・福岡大学) 背負投  戌亥政人(東海・愛知学院大学)
2-11 100㎏級 1回戦 稲留章雄(東北・富士大学) 指導4 ○ 北山彰(関西・龍谷大学)
2-12 100㎏級 1回戦 岡田直也(関西・近畿大学) 大外刈  庄司博一(東京・明治大学)
2-13 100㎏級 1回戦 本山雄矢(関東・山梨学院大学) 小外掛 ○ 林田拓人(九州・熊本大学)
2-14 100㎏級 1回戦 花村恭介(関東・流通経済大学)  一本背負投 郡司知幸(中国四国・岡山商科大学)

2-15 100㎏級 1回戦 山岡廉(北信越・北陸大学) 大内刈 ○ 端雄大(東京・中央大学)

2-16 100㎏級 2回戦 浅沼拓海(東京・国士舘大学) ○ 袖釣込腰 松川信博(北信越・金沢工業大学)
2-17 100㎏級 2回戦 仲宗根巧耶(中国四国・徳山大学) 小外掛 ○ 佐藤航平(関東・埼玉大学)
2-18 100㎏級 2回戦 長根巧貴(北海道・道都大学) 横四方固 ○ 安田翔太(関西・近畿大学)
2-19 100㎏級 2回戦 森本大成(九州・熊本大学) GS・内股 ○ 制野孝二郎(東京・日本大学)
2-20 100㎏級 2回戦 橋野智洋(東京・日本体育大学)  GS・小外刈 シャーフセインシャー(関東・筑波大学)

2-21 100㎏級 2回戦 岸川力矢(関西・龍谷大学) 横四方固 ○ 高橋良介(東京・明治大学)
2-22 100㎏級 2回戦 花田健悟(東海・皇學館大学) 送足払 ○ 中野隼人(東京・東海大学)
2-23 100㎏級 2回戦 瀧田真太郎(北海道・道都大学) ○ 大外刈 武本晃季(関東・山梨学院大学)
2-24 100㎏級 2回戦 馬場聖也(北信越・金沢学院大学) 横四方固 ○ 北村和也(関西・大阪産業大学)
2-25 100㎏級 2回戦 飯田健伍(関東・山梨学院大学) 大外刈  稲田基(東京・日本大学)
2-26 100㎏級 2回戦 松本大地(関東・清和大学) 背負投 ○ 戌亥政人(東海・愛知学院大学)
2-27 100㎏級 2回戦 安達裕助(東京・日本大学) S2 指導2 北山彰(関西・龍谷大学)
2-28 100㎏級 2回戦 中村竜平(北海道・道都大学) 指導3 S3 庄司博一(東京・明治大学)
2-29 100㎏級 2回戦 レイズカヨル(東京・日本大学) ○ 内股 林田拓人(九州・熊本大学)
2-30 100㎏級 2回戦 小比類巻裕(東京・国士舘大学) ○ 送足払 花村恭介(関東・流通経済大学)

2-31 100㎏級 2回戦 内村拓瑠(関西・同志社大学) ○ 送襟絞 端雄大(東京・中央大学)

2-32 100㎏級 3回戦 浅沼拓海(東京・国士舘大学) ○ 袖釣込腰 佐藤航平(関東・埼玉大学)
2-33 100㎏級 3回戦 安田翔太(関西・近畿大学) ○ 横四方固 制野孝二郎(東京・日本大学)
2-34 100㎏級 3回戦 橋野智洋(東京・日本体育大学) 横四方固 ○ 高橋良介(東京・明治大学)
2-35 100㎏級 3回戦 中野隼人(東京・東海大学) S2 指導2 瀧田真太郎(北海道・道都大学)
2-36 100㎏級 3回戦 北村和也(関西・大阪産業大学) 横四方固 ○ 稲田基(東京・日本大学)
2-37 100㎏級 3回戦 戌亥政人(東海・愛知学院大学) 指導3 S3 安達裕助(東京・日本大学)
2-38 100㎏級 3回戦 庄司博一(東京・明治大学) 指導4 ○ レイズカヨル(東京・日本大学)

2-39 100㎏級 3回戦 小比類巻裕(東京・国士舘大学) S3 指導3 内村拓瑠(関西・同志社大学)

2-40 100㎏級 準々決勝戦 浅沼拓海(東京・国士舘大学) ○ 横四方固 安田翔太(関西・近畿大学)
2-41 100㎏級 準々決勝戦 高橋良介(東京・明治大学) ○ 小外掛 中野隼人(東京・東海大学)
2-42 100㎏級 準々決勝戦 稲田基(東京・日本大学)  出足払 安達裕助(東京・日本大学)

2-43 100㎏級 準々決勝戦 レイズカヨル(東京・日本大学) ○ 大外刈 小比類巻裕(東京・国士舘大学)

1-47 100㎏級 準決勝戦 浅沼拓海(東京・国士舘大学) 小外掛 ○ 高橋良介(東京・明治大学)

2-47 100㎏級 準決勝戦 稲田基(東京・日本大学) 内股 ○ レイズカヨル(東京・日本大学)

2-53 100㎏級 決勝戦 高橋良介(東京・明治大学) 指導3 S3 レイズカヨル(東京・日本大学)

〃〃〃〃 中野隼人(東京中野隼人(東京中野隼人(東京中野隼人(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)
〃〃〃〃 安達裕助(東京安達裕助(東京安達裕助(東京安達裕助(東京・・・・日本大学)日本大学)日本大学)日本大学)
〃〃〃〃 小比類巻裕(東京小比類巻裕(東京小比類巻裕(東京小比類巻裕(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)

第三位第三位第三位第三位 浅沼拓海(東京浅沼拓海(東京浅沼拓海(東京浅沼拓海(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
〃〃〃〃 稲田基(東京稲田基(東京稲田基(東京稲田基(東京・・・・日本大学)日本大学)日本大学)日本大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 安田翔太(関西安田翔太(関西安田翔太(関西安田翔太(関西・・・・近畿大学)近畿大学)近畿大学)近畿大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 レイズカヨル(レイズカヨル(レイズカヨル(レイズカヨル(東京東京東京東京・・・・日本大学)日本大学)日本大学)日本大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 高橋良介(東京高橋良介(東京高橋良介(東京高橋良介(東京・・・・明治大学)明治大学)明治大学)明治大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

4-1 100㎏超級 1回戦 橋高海人(関東・筑波大学) ○ 払腰 米村直純(関西・同志社大学)
4-2 100㎏超級 1回戦 大山裕太(九州・福岡大学) 大外刈 ○ 小林大介(関東・桐蔭横浜大学)
4-3 100㎏超級 1回戦 近藤孝哉(東海・名城大学) ○ 小外刈 若園透吾(関西・大阪産業大学)
4-4 100㎏超級 1回戦 田上創(東京・東京大学) ○ 袈裟固 増子雄太(九州・鹿屋体育大学)
4-5 100㎏超級 1回戦 奥村達郎(東京・東海大学) ○ 払腰 林隆成(東海・愛知大学)
4-6 100㎏超級 1回戦 尾原琢仁(関東・筑波大学) 払巻込  寺崎達也(東京・明治大学)
4-7 100㎏超級 1回戦 吉田幸平(関西・近畿大学) 縦四方固 ○ 土屋潤(東京・中央大学)
4-8 100㎏超級 1回戦 村上拓(東京・国士舘大学) ○ 袈裟固 田中智也(北信越・北陸大学)
4-9 100㎏超級 1回戦 藤川和紀(東京・日本大学) 大内刈 ○ 小島新平(北海道・旭川大学)
4-10 100㎏超級 1回戦 岸将人(北信越・金沢学院大学) 横四方固 ○ 五十嵐唯大(東京・東海大学)
4-11 100㎏超級 1回戦 横山尭世(東京・國學院大学) S3 指導3 原田楓太(北海道・札幌大学)
4-12 100㎏超級 1回戦 河合賢太郎(中国四国・岡山商科大学) 足車 ○ 田中大貴(東京・国士舘大学)

4-13 100㎏超級 1回戦 飛松直樹(九州・鹿屋体育大学) 指導2 S2 家入史幸(東海・名城大学)

4-14 100㎏超級 2回戦 大崎直道(北海道・道都大学) 大内刈  尾崎央達(東京・日本大学)
4-15 100㎏超級 2回戦 福本翼(東京・中央大学) ○ 大外刈 橋高海人(関東・筑波大学)
4-16 100㎏超級 2回戦 赤司竜也(東北・富士大学) 指導3 S3 小林大介(関東・桐蔭横浜大学)
4-17 100㎏超級 2回戦 鈴木翔哉(東京・順天堂大学) 横四方固 ○ 近藤孝哉(東海・名城大学)
4-18 100㎏超級 2回戦 遠藤翼(東京・国士舘大学) ○ 上四方固 白鳥弘樹(東北・東北学院大学)
4-19 100㎏超級 2回戦 植城翔平(北信越・金沢学院大学) 指導3 S3 田上創(東京・東京大学)
4-20 100㎏超級 2回戦 石井義隆(関西・関西学院大学) 出足払 ○ 奥村達郎(東京・東海大学)
4-21 100㎏超級 2回戦 石川承俊(中国四国・岡山商科大学) 払腰 ○ 寺崎達也(東京・明治大学)
4-22 100㎏超級 2回戦 小幡豪紀(東京・日本体育大学) ○ 小外刈 發知大貴(関東・清和大学)
4-23 100㎏超級 2回戦 高橋拓努(九州・福岡大学) 大外刈 ○ 土屋潤(東京・中央大学)
4-24 100㎏超級 2回戦 黒岩貴信(関東・筑波大学) ○ 浮腰 村上拓(東京・国士舘大学)
4-25 100㎏超級 2回戦 荒巻雄樹(中国四国・岡山商科大学) ○ 上四方固 小島新平(北海道・旭川大学)
4-26 100㎏超級 2回戦 森明大(関西・甲南大学) 内股 ○ 五十嵐唯大(東京・東海大学)
4-27 100㎏超級 2回戦 鈴木誉広(関東・山梨学院大学) ○ 内股 横山尭世(東京・國學院大学)
4-28 100㎏超級 2回戦 沖井悠平(東北・東北学院大学) 上四方固 ○ 田中大貴(東京・国士舘大学)

4-29 100㎏超級 2回戦 東出翔太(関西・大阪体育大学) ○ 払腰 家入史幸(東海・名城大学)

4-30 100㎏超級 3回戦 尾崎央達(東京・日本大学) 大外刈  福本翼(東京・中央大学)
4-31 100㎏超級 3回戦 小林大介(関東・桐蔭横浜大学) ○ 小外刈 近藤孝哉(東海・名城大学)
4-32 100㎏超級 3回戦 遠藤翼(東京・国士舘大学) ○ 後袈裟固 田上創(東京・東京大学)
4-33 100㎏超級 3回戦 奥村達郎(東京・東海大学) 払巻込 ○ 寺崎達也(東京・明治大学)
4-34 100㎏超級 3回戦 小幡豪紀(東京・日本体育大学)  内股透 土屋潤(東京・中央大学)
4-35 100㎏超級 3回戦 黒岩貴信(関東・筑波大学) ○ 大外刈 荒巻雄樹(中国四国・岡山商科大学)
4-36 100㎏超級 3回戦 五十嵐唯大(東京・東海大学) 支釣込足 ○ 鈴木誉広(関東・山梨学院大学)

4-37 100㎏超級 3回戦 田中大貴(東京・国士舘大学) ○ 大内刈 東出翔太(関西・大阪体育大学)

4-38 100㎏超級 準々決勝戦 福本翼(東京・中央大学) ○ 大外刈 小林大介(関東・桐蔭横浜大学)
4-39 100㎏超級 準々決勝戦 遠藤翼(東京・国士舘大学) 払巻込  寺崎達也(東京・明治大学)
4-40 100㎏超級 準々決勝戦 小幡豪紀(東京・日本体育大学) 払巻込 ○ 黒岩貴信(関東・筑波大学)

4-41 100㎏超級 準々決勝戦 鈴木誉広(関東・山梨学院大学) 指導2 S2 田中大貴(東京・国士舘大学)

1-49 100㎏超級 準決勝戦 福本翼(東京・中央大学) 払腰  寺崎達也(東京・明治大学)

2-49 100㎏超級 準決勝戦 黒岩貴信(関東・筑波大学) 払腰 ○ 田中大貴(東京・国士舘大学)

2-55 100㎏超級 決勝戦 寺崎達也(東京・明治大学)  隅返 田中大貴(東京・国士舘大学)

〃〃〃〃 遠藤翼(東京遠藤翼(東京遠藤翼(東京遠藤翼(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
〃〃〃〃 小幡豪紀(東京小幡豪紀(東京小幡豪紀(東京小幡豪紀(東京・・・・日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)日本体育大学)
〃〃〃〃 鈴木誉広(関東鈴木誉広(関東鈴木誉広(関東鈴木誉広(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)

第三位第三位第三位第三位 福本翼(東京福本翼(東京福本翼(東京福本翼(東京・・・・中央大学)中央大学)中央大学)中央大学)
〃〃〃〃 黒岩貴信(関東黒岩貴信(関東黒岩貴信(関東黒岩貴信(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 小林大介(関東小林大介(関東小林大介(関東小林大介(関東・・・・桐蔭横浜大学)桐蔭横浜大学)桐蔭横浜大学)桐蔭横浜大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 寺崎達也(東京寺崎達也(東京寺崎達也(東京寺崎達也(東京・・・・明治大学)明治大学)明治大学)明治大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 田中大貴(東京田中大貴(東京田中大貴(東京田中大貴(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

3-1 48㎏級 1回戦 谷口明恵(関西・龍谷大学)  背負投 宮崎志保(東京・日本大学)

3-2 48㎏級 1回戦 乙女未来(九州・九州看護福祉大学)  大内刈 瀬戸口彩(東海・朝日大学)

3-3 48㎏級 1回戦 藤原実果(関東・筑波大学) 背負投  深谷実紀(東北・仙台大学)

3-4 48㎏級 1回戦 横田和希(北信越・高岡法科大学) ○ 横四方固 芳賀憩(北海道・北海道大学)

5-1 48㎏級 1回戦 西川沙里(北信越・金沢学院大学) 大外刈  濵田早萌(関西・龍谷大学)

5-2 48㎏級 1回戦 大木千佳(東京・帝京大学) 大外刈  久賀麻美(中国四国・環太平洋大学)

5-3 48㎏級 1回戦 西杏菜(九州・福岡大学) ○ 払腰 川柳杏奈(東海・岐阜大学)

5-4 48㎏級 1回戦 蓬田智佳(東京・東海大学) S2 指導2 毛内愛穂(東北・仙台大学)

3-19 48㎏級 2回戦 山﨑珠美(関東・山梨学院大学) ○ 内股 谷口明恵(関西・龍谷大学)

3-20 48㎏級 2回戦 髙﨑千賀(中国四国・環太平洋大学)  大内返 乙女未来(九州・九州看護福祉大学)

3-21 48㎏級 2回戦 橘薗舞(東京・国士舘大学) S3 指導3 深谷実紀(東北・仙台大学)

3-22 48㎏級 2回戦 坂口仁美(関東・国際武道大学) ○ 横四方固 横田和希(北信越・高岡法科大学)

5-21 48㎏級 2回戦 遠藤宏美(関東・筑波大学) ○ 背負投 濵田早萌(関西・龍谷大学)

5-22 48㎏級 2回戦 齋藤美佳(北海道・道都大学) 崩袈裟固 ○ 久賀麻美(中国四国・環太平洋大学)

5-23 48㎏級 2回戦 水瀬由佳子(関西・立命館大学)  背負投 西杏菜(九州・福岡大学)

5-24 48㎏級 2回戦 増田沙由美(関東・山梨学院大学) S3 指導1 蓬田智佳(東京・東海大学)

3-31 48㎏級 準々決勝戦 山﨑珠美(関東・山梨学院大学) ○ 内股 髙﨑千賀(中国四国・環太平洋大学)

3-32 48㎏級 準々決勝戦 橘薗舞(東京・国士舘大学)  背負投 坂口仁美(関東・国際武道大学)

5-33 48㎏級 準々決勝戦 遠藤宏美(関東・筑波大学)  大外刈 久賀麻美(中国四国・環太平洋大学)

5-34 48㎏級 準々決勝戦 水瀬由佳子(関西・立命館大学) 払腰 ○ 増田沙由美(関東・山梨学院大学)

1-44 48㎏級 準決勝戦 山﨑珠美(関東・山梨学院大学) 払腰  橘薗舞(東京・国士舘大学)

2-44 48㎏級 準決勝戦 遠藤宏美(関東・筑波大学) S2 指導2 増田沙由美(関東・山梨学院大学)

2-50 48㎏級 決勝戦 橘薗舞(東京・国士舘大学) 大内刈  遠藤宏美(関東・筑波大学)

〃〃〃〃 坂口仁美(関東坂口仁美(関東坂口仁美(関東坂口仁美(関東・・・・国際武道大学)国際武道大学)国際武道大学)国際武道大学)
〃〃〃〃 久賀麻美(中国四国久賀麻美(中国四国久賀麻美(中国四国久賀麻美(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)
〃〃〃〃 水瀬由佳子(関西水瀬由佳子(関西水瀬由佳子(関西水瀬由佳子(関西・・・・立命館大学)立命館大学)立命館大学)立命館大学)

第三位第三位第三位第三位 山﨑珠美(関東山﨑珠美(関東山﨑珠美(関東山﨑珠美(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)
〃〃〃〃 増田沙由美(関東増田沙由美(関東増田沙由美(関東増田沙由美(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 髙﨑千賀(中国四国髙﨑千賀(中国四国髙﨑千賀(中国四国髙﨑千賀(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 遠藤宏美(関東遠藤宏美(関東遠藤宏美(関東遠藤宏美(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 橘薗舞(東京橘薗舞(東京橘薗舞(東京橘薗舞(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

3-5 52㎏級 1回戦 角田夏実(東京・東京学芸大学) ○ 袈裟固 秋山侑里佳(北信越・高岡法科大学)

3-6 52㎏級 1回戦 神山悠香(関東・山梨学院大学) ○ 袈裟固 瀬川宙美(北海道・旭川大学)

3-7 52㎏級 1回戦 山下凜子(関西・立命館大学) S2 指導2 伊藤友里(東北・仙台大学)

3-8 52㎏級 1回戦 中西悠(関西・関西大学) 大内刈  山田桃子(東海・中京大学)

3-9 52㎏級 1回戦 高松静香(九州・九州看護福祉大学) GS・小外刈  金田結花(東京・帝京大学)

3-10 52㎏級 1回戦 長壁榛美(東京・日本大学) 指導1 S3 小松柔(中国四国・環太平洋大学)

3-11 52㎏級 1回戦 向奈都美(関東・山梨学院大学) 指導4 ○ 薬師神桃子(東北・仙台大学)

3-12 52㎏級 1回戦 高田知穂(関東・山梨学院大学) 袖釣込腰 ○ 田中千暁(関西・龍谷大学)

3-13 52㎏級 1回戦 井上真央(九州・福岡大学) 背負投  鈴木真佑(東北・仙台大学)

3-14 52㎏級 1回戦 玉木聖子(東京・帝京大学) ○ 大内刈 谷明音(北信越・金沢学院大学)

3-15 52㎏級 1回戦 飯塚貴恵(東京・東京学芸大学) ○ 袖釣込腰 城之内誌乃(北海道・道都大学)

3-16 52㎏級 1回戦 井上紗歩(東海・名城大学) 指導3 S3 鶴岡来雪(関東・山梨学院大学)

3-17 52㎏級 1回戦 竹山加菜(九州・九州看護福祉大学) 指導4 ○ 金子洋花(関東・埼玉大学)

3-18 52㎏級 1回戦 山川晴那(北信越・高岡法科大学)  支釣込足 各務南(中国四国・広島大学)

3-23 52㎏級 2回戦 黒木美晴(中国四国・環太平洋大学) 不戦勝ち ○ 角田夏実(東京・東京学芸大学)

3-24 52㎏級 2回戦 神山悠香(関東・山梨学院大学) ○ 内股 山下凜子(関西・立命館大学)

3-25 52㎏級 2回戦 山田桃子(東海・中京大学) 横四方固 ○ 金田結花(東京・帝京大学)

3-26 52㎏級 2回戦 小松柔(中国四国・環太平洋大学) S2 指導2 薬師神桃子(東北・仙台大学)

3-27 52㎏級 2回戦 谷本和(中国四国・環太平洋大学) 大内返  田中千暁(関西・龍谷大学)

3-28 52㎏級 2回戦 鈴木真佑(東北・仙台大学) S2 指導2 玉木聖子(東京・帝京大学)

3-29 52㎏級 2回戦 飯塚貴恵(東京・東京学芸大学) ○ 縦四方固 鶴岡来雪(関東・山梨学院大学)

3-30 52㎏級 2回戦 金子洋花(関東・埼玉大学) S2 指導2 山川晴那(北信越・高岡法科大学)

3-33 52㎏級 準々決勝戦 角田夏実(東京・東京学芸大学) ○ 小外刈 神山悠香(関東・山梨学院大学)

3-34 52㎏級 準々決勝戦 金田結花(東京・帝京大学) S3 指導3 小松柔(中国四国・環太平洋大学)

3-35 52㎏級 準々決勝戦 田中千暁(関西・龍谷大学) ○ 袈裟固 鈴木真佑(東北・仙台大学)

3-36 52㎏級 準々決勝戦 飯塚貴恵(東京・東京学芸大学) S2 指導2 金子洋花(関東・埼玉大学)

1-46 52㎏級 準決勝戦 角田夏実(東京・東京学芸大学)  巴投 金田結花(東京・帝京大学)

2-46 52㎏級 準決勝戦 田中千暁(関西・龍谷大学) S3 指導2 飯塚貴恵(東京・東京学芸大学)

2-52 52㎏級 決勝戦 角田夏実(東京・東京学芸大学) ○ 腕挫十字固 田中千暁(関西・龍谷大学)

〃〃〃〃 小松柔(中国四国小松柔(中国四国小松柔(中国四国小松柔(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)
〃〃〃〃 鈴木真佑(東北鈴木真佑(東北鈴木真佑(東北鈴木真佑(東北・・・・仙台大学)仙台大学)仙台大学)仙台大学)
〃〃〃〃 金子洋花(関東金子洋花(関東金子洋花(関東金子洋花(関東・・・・埼玉大学)埼玉大学)埼玉大学)埼玉大学)

第三位第三位第三位第三位 金田結花(東京金田結花(東京金田結花(東京金田結花(東京・・・・帝京大学)帝京大学)帝京大学)帝京大学)
〃〃〃〃 飯塚貴恵(東京飯塚貴恵(東京飯塚貴恵(東京飯塚貴恵(東京・・・・東京学芸大学)東京学芸大学)東京学芸大学)東京学芸大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 神山悠香(関東神山悠香(関東神山悠香(関東神山悠香(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 角田夏実(東京角田夏実(東京角田夏実(東京角田夏実(東京・・・・東京学芸大学)東京学芸大学)東京学芸大学)東京学芸大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 田中千暁(関西田中千暁(関西田中千暁(関西田中千暁(関西・・・・龍谷大学)龍谷大学)龍谷大学)龍谷大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

5-5 57㎏級 1回戦 連珍羚(関東・山梨学院大学) ○ 崩上四方固 奥村愛夏(九州・九州共立大学)

5-6 57㎏級 1回戦 植村岬(北海道・道都大学) 内股 ○ 渡部優花(中国四国・環太平洋大学)

5-7 57㎏級 1回戦 佐藤芽依(北信越・高岡法科大学) 指導4 ○ 柳楽祐里(東京・国士舘大学)

5-8 57㎏級 1回戦 臼井杏(関東・淑徳大学) 払腰  古澤茜(東北・仙台大学)

5-9 57㎏級 1回戦 安田梨乃(東京・帝京大学) ○ 大外刈 北岡京(関西・龍谷大学)

5-10 57㎏級 1回戦 西村理沙(北信越・金沢学院大学) ○ 小外刈 水島舞(東海・朝日大学)

5-11 57㎏級 1回戦 伊藤美麗(東北・仙台大学) ○ 不戦勝ち 塚田紗矢(関東・山梨学院大学)

5-12 57㎏級 1回戦 岩田奈那子(東京・東海大学) ○ 袖釣込腰 鳥居加奈(中国四国・環太平洋大学)

5-13 57㎏級 1回戦 金子瑛美(関東・埼玉大学)  大内刈 井東由紀(関西・立命館大学)

5-14 57㎏級 1回戦 工藤千佳(東北・仙台大学) 大内返  太田成美(東京・東海大学)

5-15 57㎏級 1回戦 近藤悠梨香(東海・愛知産業大学) 大内刈 ○ 野田夏海(東京・日本大学)

5-16 57㎏級 1回戦 藤村美和(関東・山梨学院大学) 反則勝ち ○ 西梨里(九州・福岡大学)

5-17 57㎏級 1回戦 小野彰子(関西・龍谷大学) 大外刈 ○ 田中友里(中国四国・環太平洋大学)

5-18 57㎏級 1回戦 久堀恭見(北信越・金沢学院大学) 大内刈 ○ 森咲良(東京・帝京大学)

5-19 57㎏級 1回戦 津本春菜(九州・福岡教育大学) 横四方固 ○ 連珮如(関東・山梨学院大学)

5-20 57㎏級 1回戦 佐藤美悠(北海道・北海道大学) 横四方固 ○ 平松優奈(東海・中京大学)

5-25 57㎏級 2回戦 連珍羚(関東・山梨学院大学) GS・大外刈  渡部優花(中国四国・環太平洋大学)

5-26 57㎏級 2回戦 柳楽祐里(東京・国士舘大学) ○ 大内刈 古澤茜(東北・仙台大学)

5-27 57㎏級 2回戦 安田梨乃(東京・帝京大学) ○ 大内刈 西村理沙(北信越・金沢学院大学)

5-28 57㎏級 2回戦 伊藤美麗(東北・仙台大学) 大腰 ○ 岩田奈那子(東京・東海大学)

5-29 57㎏級 2回戦 金子瑛美(関東・埼玉大学) ○ 大内刈 太田成美(東京・東海大学)

5-30 57㎏級 2回戦 野田夏海(東京・日本大学) ○ 反則勝ち 西梨里(九州・福岡大学)

5-31 57㎏級 2回戦 田中友里(中国四国・環太平洋大学)  払腰 森咲良(東京・帝京大学)

5-32 57㎏級 2回戦 連珮如(関東・山梨学院大学)  大外刈 平松優奈(東海・中京大学)

5-35 57㎏級 準々決勝戦 渡部優花(中国四国・環太平洋大学) 払腰  柳楽祐里(東京・国士舘大学)

5-36 57㎏級 準々決勝戦 安田梨乃(東京・帝京大学)  内股 岩田奈那子(東京・東海大学)

5-37 57㎏級 準々決勝戦 金子瑛美(関東・埼玉大学) ○ 大内返 野田夏海(東京・日本大学)

5-38 57㎏級 準々決勝戦 田中友里(中国四国・環太平洋大学)  払腰 連珮如(関東・山梨学院大学)

1-48 57㎏級 準決勝戦 柳楽祐里(東京・国士舘大学) ○ 裏投 安田梨乃(東京・帝京大学)

2-48 57㎏級 準決勝戦 金子瑛美(関東・埼玉大学)  払腰 田中友里(中国四国・環太平洋大学)

2-54 57㎏級 決勝戦 柳楽祐里(東京・国士舘大学) ○ 裏投 金子瑛美(関東・埼玉大学)

〃〃〃〃 岩田奈那子(東京岩田奈那子(東京岩田奈那子(東京岩田奈那子(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)
〃〃〃〃 野田夏海(東京野田夏海(東京野田夏海(東京野田夏海(東京・・・・日本大学)日本大学)日本大学)日本大学)
〃〃〃〃 連珮如(関東連珮如(関東連珮如(関東連珮如(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)

第三位第三位第三位第三位 安田梨乃(東京安田梨乃(東京安田梨乃(東京安田梨乃(東京・・・・帝京大学)帝京大学)帝京大学)帝京大学)
〃〃〃〃 田中友里(中国四国田中友里(中国四国田中友里(中国四国田中友里(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 渡部優花(中国四国渡部優花(中国四国渡部優花(中国四国渡部優花(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 柳楽祐里(東京柳楽祐里(東京柳楽祐里(東京柳楽祐里(東京・・・・国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)国士舘大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 金子瑛美(関東金子瑛美(関東金子瑛美(関東金子瑛美(関東・・・・埼玉大学)埼玉大学)埼玉大学)埼玉大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

1-10 63㎏級 1回戦 伊勢崎詩乃(東京・帝京科学大学) ○ 内股 増田彩乃(九州・福岡大学)

1-11 63㎏級 1回戦 瀬戸美里(東北・仙台大学) GS・指導3 S3 若林果那(東京・帝京大学)

1-12 63㎏級 1回戦 森田朝子(関東・埼玉大学) GS・指導3 S3 間瀬文恵(関西・立命館大学)

1-13 63㎏級 1回戦 窪田みゆき(東京・国士舘大学) ○ 崩袈裟固 青木菜々穂(東海・中京大学)

1-14 63㎏級 1回戦 名村友薫(北信越・金沢学院大学) ○ 横四方固 石原美咲希(北海道・道都大学)

1-15 63㎏級 1回戦 小出久恵(九州・九州看護福祉大学) 内股 ○ 坂井友美(中国四国・広島大学)

1-16 63㎏級 1回戦 伊藤楓(北海道・旭川大学) 袖釣込腰 ○ 佐野賀世子(関東・山梨学院大学)

1-17 63㎏級 1回戦 物井美香里(関西・立命館大学) S2 GS・指導2 川岸真綾(東京・帝京科学大学)

1-18 63㎏級 1回戦 鈴木さくら(関東・国際武道大学)  大外刈 川田奈津美(九州・九州看護福祉大学)

1-19 63㎏級 1回戦 岩澤胡桃(東海・愛知産業大学) ○ 小外刈 高森友梨(東京・帝京大学)

1-20 63㎏級 1回戦 木村輝美(中国四国・環太平洋大学)  大内刈 坂井彩花(北信越・金沢学院大学)

1-21 63㎏級 1回戦 趙睦熙(関東・埼玉大学) 大腰  西川真帆(関西・龍谷大学)

1-30 63㎏級 2回戦 黒木和世(中国四国・環太平洋大学) 大腰  伊勢崎詩乃(東京・帝京科学大学)

1-31 63㎏級 2回戦 若林果那(東京・帝京大学) ○ 袈裟固 間瀬文恵(関西・立命館大学)

1-32 63㎏級 2回戦 小山涼子(関東・山梨学院大学)  袖釣込腰 窪田みゆき(東京・国士舘大学)

1-33 63㎏級 2回戦 名村友薫(北信越・金沢学院大学) ○ 指導4 坂井友美(中国四国・広島大学)

1-34 63㎏級 2回戦 田山稔絵(北信越・高岡法科大学) 指導2 S2 佐野賀世子(関東・山梨学院大学)

1-35 63㎏級 2回戦 物井美香里(関西・立命館大学) ○ 内股 鈴木さくら(関東・国際武道大学)

1-36 63㎏級 2回戦 志賀真実(東北・仙台大学) 出足払  岩澤胡桃(東海・愛知産業大学)

1-37 63㎏級 2回戦 木村輝美(中国四国・環太平洋大学) 大外刈 ○ 西川真帆(関西・龍谷大学)

1-42 63㎏級 準々決勝戦 伊勢崎詩乃(東京・帝京科学大学) S3 指導1 若林果那(東京・帝京大学)

1-43 63㎏級 準々決勝戦 小山涼子(関東・山梨学院大学) 指導1 S3 名村友薫(北信越・金沢学院大学)

1-44 63㎏級 準々決勝戦 佐野賀世子(関東・山梨学院大学) ○ 背負投 物井美香里(関西・立命館大学)

1-45 63㎏級 準々決勝戦 岩澤胡桃(東海・愛知産業大学) 指導1 S1 西川真帆(関西・龍谷大学)

1-48 63㎏級 準決勝戦 伊勢崎詩乃(東京・帝京科学大学) ○ 内股 名村友薫(北信越・金沢学院大学)

2-53 63㎏級 準決勝戦 佐野賀世子(関東・山梨学院大学) 大外刈 ○ 西川真帆(関西・龍谷大学)

2-61 63㎏級 決勝戦 伊勢崎詩乃(東京・帝京科学大学) GS・大外刈 ○ 西川真帆(関西・龍谷大学)

〃〃〃〃 小山涼子(関東小山涼子(関東小山涼子(関東小山涼子(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)
〃〃〃〃 物井美香里(関西物井美香里(関西物井美香里(関西物井美香里(関西・・・・立命館大学)立命館大学)立命館大学)立命館大学)
〃〃〃〃 岩澤胡桃(東海岩澤胡桃(東海岩澤胡桃(東海岩澤胡桃(東海・・・・愛知産業大学)愛知産業大学)愛知産業大学)愛知産業大学)

第三位第三位第三位第三位 名村友薫(北信越名村友薫(北信越名村友薫(北信越名村友薫(北信越・・・・金沢学院大学)金沢学院大学)金沢学院大学)金沢学院大学)
〃〃〃〃 佐野賀世子(関東佐野賀世子(関東佐野賀世子(関東佐野賀世子(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 若林果那(東京若林果那(東京若林果那(東京若林果那(東京・・・・帝京大学)帝京大学)帝京大学)帝京大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 西川真帆(関西西川真帆(関西西川真帆(関西西川真帆(関西・・・・龍谷大学)龍谷大学)龍谷大学)龍谷大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 伊勢崎詩乃(東京伊勢崎詩乃(東京伊勢崎詩乃(東京伊勢崎詩乃(東京・・・・帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

2-10 70㎏級 1回戦 中村友美(東海・同朋大学) 指導2 S2 松延祐里(関東・筑波大学)

2-11 70㎏級 1回戦 吉岡優里(北海道・旭川大学) ○ 払腰 古賀ちなつ(九州・鹿屋体育大学)

2-12 70㎏級 1回戦 宇野友紀子(中国四国・環太平洋大学)  隅落 西岡樹里(九州・九州看護福祉大学)

2-13 70㎏級 1回戦 岡部由紀野(関西・大阪体育大学) ○ 送襟絞 谷内美希(北信越・金沢学院大学)

2-14 70㎏級 1回戦 松本友紀子(東北・仙台大学) 大内刈  村山のどか(関東・筑波大学)

2-15 70㎏級 1回戦 古屋梓(関東・筑波大学) ○ 指導4 前田朋子(関西・武庫川女子大学)

2-16 70㎏級 1回戦 小向桃江(東京・国士舘大学) 大外刈 ○ 小木曽圭希(北信越・金沢学院大学)

2-17 70㎏級 1回戦 濵砂香澄(中国四国・環太平洋大学) ○ 内股 綿貫ゆかり(北海道・道都大学)

2-18 70㎏級 1回戦 小出蒔絵(九州・九州看護福祉大学) 反則勝ち ○ 千葉英里子(中国四国・環太平洋大学)

2-19 70㎏級 1回戦 中島美雪(関西・近畿大学) ○ 浮腰 北川ひとみ(東海・皇學館大学)

2-29 70㎏級 2回戦 ヌンイラ華蓮(中国四国・環太平洋大学)  大外刈 松延祐里(関東・筑波大学)

2-30 70㎏級 2回戦 後藤亜衣李(東京・帝京科学大学) 払腰 ○ 吉岡優里(北海道・旭川大学)

2-31 70㎏級 2回戦 前田奈恵子(東京・帝京大学) ○ 内股 宇野友紀子(中国四国・環太平洋大学)

2-32 70㎏級 2回戦 岡部由紀野(関西・大阪体育大学) 大内刈 ○ 村山のどか(関東・筑波大学)

2-33 70㎏級 2回戦 髙橋ルイ(中国四国・環太平洋大学) S3 指導1 古屋梓(関東・筑波大学)

2-34 70㎏級 2回戦 石毛春奈(東北・仙台大学) 払腰 ○ 小木曽圭希(北信越・金沢学院大学)

2-35 70㎏級 2回戦 川戸郁香(関東・淑徳大学) 横四方固 ○ 濵砂香澄(中国四国・環太平洋大学)

2-36 70㎏級 2回戦 千葉英里子(中国四国・環太平洋大学) ○ 袈裟固 中島美雪(関西・近畿大学)

2-45 70㎏級 準々決勝戦 ヌンイラ華蓮(中国四国・環太平洋大学) ○ 大内刈 吉岡優里(北海道・旭川大学)

2-46 70㎏級 準々決勝戦 前田奈恵子(東京・帝京大学) ○ 大内刈 村山のどか(関東・筑波大学)

2-47 70㎏級 準々決勝戦 髙橋ルイ(中国四国・環太平洋大学) ○ 裏投 小木曽圭希(北信越・金沢学院大学)

2-48 70㎏級 準々決勝戦 濵砂香澄(中国四国・環太平洋大学) 大外刈  千葉英里子(中国四国・環太平洋大学)

1-50 70㎏級 準決勝戦 ヌンイラ華蓮(中国四国・環太平洋大学)  大内刈 前田奈恵子(東京・帝京大学)

2-55 70㎏級 準決勝戦 髙橋ルイ(中国四国・環太平洋大学) S2 指導2 千葉英里子(中国四国・環太平洋大学)

2-63 70㎏級 決勝戦 ヌンイラ華蓮(中国四国・環太平洋大学) S2 指導1 髙橋ルイ(中国四国・環太平洋大学)

〃〃〃〃 村山村山村山村山のどか(のどか(のどか(のどか(関東関東関東関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)
〃〃〃〃 小木曽圭希(北信越小木曽圭希(北信越小木曽圭希(北信越小木曽圭希(北信越・・・・金沢学院大学)金沢学院大学)金沢学院大学)金沢学院大学)
〃〃〃〃 濵砂香澄(中国四国濵砂香澄(中国四国濵砂香澄(中国四国濵砂香澄(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)

第三位第三位第三位第三位 前田奈恵子(東京前田奈恵子(東京前田奈恵子(東京前田奈恵子(東京・・・・帝京大学)帝京大学)帝京大学)帝京大学)
〃〃〃〃 千葉英里子(中国四国千葉英里子(中国四国千葉英里子(中国四国千葉英里子(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 吉岡優里(北海道吉岡優里(北海道吉岡優里(北海道吉岡優里(北海道・・・・旭川大学)旭川大学)旭川大学)旭川大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 ヌンイラヌンイラヌンイラヌンイラ華蓮(中国四国華蓮(中国四国華蓮(中国四国華蓮(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 髙橋髙橋髙橋髙橋ルイ(ルイ(ルイ(ルイ(中国四国中国四国中国四国中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

4-9 78㎏級 1回戦 廣海共美(北海道・道都大学) 指導1 S3 中村彩花(関西・近畿大学)

4-10 78㎏級 1回戦 小島美穂(東京・日本大学) ○ 上四方固 下和田春華(九州・福岡大学)

4-11 78㎏級 1回戦 赤嶺麻佑(東京・帝京大学)  小外刈 坂下福満(北信越・金沢学院大学)

4-12 78㎏級 1回戦 梅木真美(中国四国・環太平洋大学) ○ 袈裟固 大枝郁美(東北・仙台大学)

4-13 78㎏級 1回戦 小原祥子(関東・山梨学院大学) 一本背負投  牧野夢果(中国四国・環太平洋大学)

4-14 78㎏級 1回戦 中原未奈代(北信越・金沢学院大学) S3 指導1 沖明日花(九州・九州看護福祉大学)

4-15 78㎏級 1回戦 高橋奈緒子(関西・近畿大学) 内股 ○ 菅原陽南(東京・国士舘大学)

4-16 78㎏級 1回戦 旭明理(北海道・道都大学) ○ 袈裟固 山口まゆ(東海・皇學館大学)

4-17 78㎏級 1回戦 菅原歩巴(関東・筑波大学) ○ 横四方固 大内さおり(東北・仙台大学)

4-28 78㎏級 2回戦 西田香穂(関東・山梨学院大学)  大外刈 中村彩花(関西・近畿大学)

4-29 78㎏級 2回戦 山田芽衣(東海山田芽衣(東海山田芽衣(東海山田芽衣(東海・・・・愛知教育大学大学)愛知教育大学大学)愛知教育大学大学)愛知教育大学大学) 後袈裟固 ○ 小島美穂(東京・日本大学)

4-30 78㎏級 2回戦 飯島夏実(関東・平成国際大学) 支釣込足  赤嶺麻佑(東京・帝京大学)

4-31 78㎏級 2回戦 高松彩香(関東・山梨学院大学) 上四方固 ○ 梅木真美(中国四国・環太平洋大学)

4-32 78㎏級 2回戦 日髙美沙希(関西・大阪体育大学) S3 GS・指導3 牧野夢果(中国四国・環太平洋大学)

4-33 78㎏級 2回戦 川本真緒(関東・国際武道大学) 小外刈 ○ 中原未奈代(北信越・金沢学院大学)

4-34 78㎏級 2回戦 重永聡美(中国四国・広島大学)  小外刈 菅原陽南(東京・国士舘大学)

4-35 78㎏級 2回戦 旭明理(北海道・道都大学) 縦四方固 ○ 菅原歩巴(関東・筑波大学)

4-44 78㎏級 準々決勝戦 西田香穂(関東・山梨学院大学) ○ 大外刈 小島美穂(東京・日本大学)

4-45 78㎏級 準々決勝戦 赤嶺麻佑(東京・帝京大学) 縦四方固 ○ 梅木真美(中国四国・環太平洋大学)

4-46 78㎏級 準々決勝戦 日髙美沙希(関西・大阪体育大学) S3 指導1 中原未奈代(北信越・金沢学院大学)

4-47 78㎏級 準々決勝戦 重永聡美(中国四国・広島大学) ○ 横落 菅原歩巴(関東・筑波大学)

1-52 78㎏級 準決勝戦 西田香穂(関東・山梨学院大学) 小外刈  梅木真美(中国四国・環太平洋大学)

2-57 78㎏級 準決勝戦 日髙美沙希(関西・大阪体育大学) 横四方固 ○ 重永聡美(中国四国・広島大学)

2-65 78㎏級 決勝戦 梅木真美(中国四国・環太平洋大学) ○ 横四方固 重永聡美(中国四国・広島大学)

〃〃〃〃 赤嶺麻佑(東京赤嶺麻佑(東京赤嶺麻佑(東京赤嶺麻佑(東京・・・・帝京大学)帝京大学)帝京大学)帝京大学)
〃〃〃〃 中原未奈代(北信越中原未奈代(北信越中原未奈代(北信越中原未奈代(北信越・・・・金沢学院大学)金沢学院大学)金沢学院大学)金沢学院大学)
〃〃〃〃 菅原歩巴(関東菅原歩巴(関東菅原歩巴(関東菅原歩巴(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)

第三位第三位第三位第三位 西田香穂(関東西田香穂(関東西田香穂(関東西田香穂(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)
〃〃〃〃 日髙美沙希(関西日髙美沙希(関西日髙美沙希(関西日髙美沙希(関西・・・・大阪体育大学)大阪体育大学)大阪体育大学)大阪体育大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 小島美穂(東京小島美穂(東京小島美穂(東京小島美穂(東京・・・・日本大学)日本大学)日本大学)日本大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 梅木真美(中国四国梅木真美(中国四国梅木真美(中国四国梅木真美(中国四国・・・・環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)環太平洋大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 重永聡美(中国四国重永聡美(中国四国重永聡美(中国四国重永聡美(中国四国・・・・広島大学)広島大学)広島大学)広島大学)



NoNoNoNo 階級階級階級階級 回戦回戦回戦回戦 赤赤赤赤 内容内容内容内容 決決決決りりりり技技技技 内容内容内容内容 白白白白

2-20 78㎏超級 1回戦 谷村美咲(東京・帝京科学大学) ○ 指導4 佐々木美里(北海道・道都大学)

4-18 78㎏超級 1回戦 松本沙樹(九州・九州看護福祉大学) 指導2 S2 武内萌実(東海・朝日大学)

4-19 78㎏超級 1回戦 中村優(東北・仙台大学) ○ 横四方固 深谷由美(北信越・高岡法科大学)

2-37 78㎏超級 2回戦 町純香(関東・山梨学院大学) ○ 大外刈 安井佳奈(関西・龍谷大学)

2-38 78㎏超級 2回戦 石橋貴穂(九州・鹿屋体育大学) ○ 払腰 工藤真弓(東北・仙台大学)

2-39 78㎏超級 2回戦 藤原恵美(関東・筑波大学)  内股 高木真帆(東海・名古屋商科大学)

2-40 78㎏超級 2回戦 堀江美帆(中国四国・環太平洋大学) 後袈裟固 ○ 谷村美咲(東京・帝京科学大学)

4-36 78㎏超級 2回戦 井上愛美(関東・山梨学院大学) S2 指導2 木村千畝(中国四国・環太平洋大学)

4-37 78㎏超級 2回戦 後藤美和(東京・創価大学) ○ 大外刈 武内萌実(東海・朝日大学)

4-38 78㎏超級 2回戦 井坂希望(関東・山梨学院大学) S2 指導2 山本沙羅(関西・大阪体育大学)

4-39 78㎏超級 2回戦 烏帽子美久(東京・東海大学) ○ 上四方固 中村優(東北・仙台大学)

2-49 78㎏超級 準々決勝戦 町純香(関東・山梨学院大学) S1 指導1 石橋貴穂(九州・鹿屋体育大学)

2-50 78㎏超級 準々決勝戦 藤原恵美(関東・筑波大学) S1 指導1 谷村美咲(東京・帝京科学大学)

4-48 78㎏超級 準々決勝戦 井上愛美(関東・山梨学院大学) S2 指導2 後藤美和(東京・創価大学)

4-49 78㎏超級 準々決勝戦 井坂希望(関東・山梨学院大学)  GS・小外刈 烏帽子美久(東京・東海大学)

1-54 78㎏超級 準決勝戦 町純香(関東・山梨学院大学) S3 指導3 藤原恵美(関東・筑波大学)

2-59 78㎏超級 準決勝戦 井上愛美(関東・山梨学院大学) S2 指導2 井坂希望(関東・山梨学院大学)

2-67 78㎏超級 決勝戦 町純香(関東・山梨学院大学) 払巻込  井上愛美(関東・山梨学院大学)

〃〃〃〃 谷村美咲(東京谷村美咲(東京谷村美咲(東京谷村美咲(東京・・・・帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)帝京科学大学)
〃〃〃〃 後藤美和(東京後藤美和(東京後藤美和(東京後藤美和(東京・・・・創価大学)創価大学)創価大学)創価大学)
〃〃〃〃 烏帽子美久(東京烏帽子美久(東京烏帽子美久(東京烏帽子美久(東京・・・・東海大学)東海大学)東海大学)東海大学)

第三位第三位第三位第三位 藤原恵美(関東藤原恵美(関東藤原恵美(関東藤原恵美(関東・・・・筑波大学)筑波大学)筑波大学)筑波大学)
〃〃〃〃 井坂希望(関東井坂希望(関東井坂希望(関東井坂希望(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)

ベスト8ベスト8ベスト8ベスト8 石橋貴穂(九州石橋貴穂(九州石橋貴穂(九州石橋貴穂(九州・・・・鹿屋体育大学)鹿屋体育大学)鹿屋体育大学)鹿屋体育大学)

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度　　　　全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回全日本学生柔道体重別選手権大会(男子32回　　　　女子29回)女子29回)女子29回)女子29回)　　　　試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表試合結果一覧表
平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日平成25年9月28-29日　　　　於於於於：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館

優勝優勝優勝優勝 井上愛美(関東井上愛美(関東井上愛美(関東井上愛美(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)
準優勝準優勝準優勝準優勝 町純香(関東町純香(関東町純香(関東町純香(関東・・・・山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)山梨学院大学)


