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１．競技会１．競技会１．競技会１．競技会    

(1)  全日本学生柔道優勝大会(男子 59回 女子 19回) 

 ① 主  催 (社)全日本学生柔道連盟,毎日新聞社 

 ② 主  管 東京学生柔道連盟 

 ③ 後  援 文部科学省,東京都,(財)日本武道館,(財)講道館,(財)全日本柔道連盟, 

(財)東京都柔道連盟 

 ④ 特別協賛 綜合警備保障株式会社,東建コーポレーション株式会社,大塚製薬株式会社,ミズノ株式会社 

 ⑤ 協  賛 NEC,株式会社ダイワコーポレーション,羽田タートルサービス株式会社, 

三菱電機株式会社,財団法人日本宝くじ協会(プログラム助成) 

 ⑥ 日  時 平成 22年 6月 26日(土) 女子 3人制,女子 5人制,男子 1回戦 

 9時 00分 女子オープニングセレモニー 

 9時 30分 試合開始 

 15時 30分 男子オープニングセレモニー 

                       6月 27日(日）  男子 2回戦～決勝戦 

                       9時 00分 試合開始 

 ⑦ 会  場 日本武道館(東京都千代田区北の丸公園 2-3) 

 ⑧ 成  績 男子団体戦 7名点取り式トーナメント 62チーム出場 

女子団体戦 5名点取り式トーナメント 29チーム出場 

女子団体戦 3名点取り式トーナメント 32チーム出場 

＜男子団体＞ 

優  勝 東海大学 

準 優 勝 国士舘大学 

第 三 位 明治大学 

第 三 位 山梨学院大学 

優 秀 校 福岡大学 

優 秀 校 日本体育大学 

優 秀 校 国際武道大学 

優 秀 校 桐蔭横浜大学 

優秀選手 高木 海帆 (東海大学)  羽賀 龍之介 (東海大学) 

 上杉 亮太 (国士舘大学)  岩尾 敬太 (国士舘大学) 

 上川 大樹 (明治大学)  帆高 純平 (山梨学院大学) 

 七戸 龍 (福岡大学)  赤尾 将吾 (日本体育大学) 

 奥田 浩貴 (国際武道大学) 森田 晃弘 (桐蔭横浜大学) 

 

＜女子 5人制＞ 

優  勝 山梨学院大学 

準 優 勝 東海大学 

第 三 位 帝京大学 



第 三 位 淑徳大学 

優秀選手 山部 佳苗 (山梨学院大学) 

 田知本 愛 (東海大学) 

 石川 慈 (帝京大学) 

 貝沼 麻衣子 (淑徳大学) 

 

＜女子 3人制＞ 

優  勝 埼玉大学 

準 優 勝 福岡工業大学 

第 三 位 創価大学 

第 三 位 早稲田大学 

優秀選手 金子 瑛美 (埼玉大学) 

 山崎 裕子 (福岡工業大学) 

 後藤 美和 (創価大学) 

 加茂田 絵夢 (早稲田大学) 

 

(2)  全日本学生柔道体重別選手権大会(男子 29回 女子 26回) 

 ① 主  催 (社)全日本学生柔道連盟,朝日新聞社 

 ② 主  管 東京学生柔道連盟 

 ③ 後  援 文部科学省,東京都,(財)日本武道館,(財)講道館,(財)全日本柔道連盟, 

(財)東京都柔道連盟 

 ④ 特別協賛 綜合警備保障株式会社,東建コーポレーション株式会社,大塚製薬株式会社,ミズノ株式会社 

 ⑤ 協  賛 NEC,株式会社ダイワコーポレーション,羽田タートルサービス株式会社, 

三菱電機株式会社,財団法人日本宝くじ協会(プログラム助成) 

 ⑥ 日  時 平成 22年 10月 9日(土)    9時 00分 開会式 

                          9時 30分 試合開始 

                        男子階級 60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 

                        女子階級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg超級 

         10月 10日(日)    9時 30分 試合開始 

                        男子階級 90kg級 100kg級 100kg超級 

                        女子階級 48kg級 52kg級 57kg級 

 ⑦ 会  場 日本武道館(東京都千代田区北の丸公園 2-3) 

 ⑧ 成  績  

【男子成績】 

60㎏                     66㎏   

優 勝  石川 裕紀  （東海大学）   優 勝  石本 克泰   （国士舘大学） 

準優勝  山本 浩史  （日本体育大学）   準優勝  清水 健登   （山梨学院大学） 

第三位  木戸 慎二  （日本体育大学）    第三位  小倉 武蔵   （筑波大学） 

     三枝 智哉  （明治大学）             田中 浩平   （筑波大学） 



 

73㎏                  81㎏ 

優 勝  中矢 力  （東海大学）     優 勝  長島 啓太   （東海大学） 

準優勝  六郷 雄平 （明治大学）     準優勝  橋本 壮市   （東海大学） 

第三位  田村 和也 （国士舘大学）   第三位  小林 雅司   （日本体育大学） 

     鈴木 誠  （国士舘大学）        武田 茂之   （明治大学） 

90㎏                  100㎏ 

優 勝  春山 友紀 （国士舘大学）    優 勝  宮崎 賢司   （桐蔭横浜大学） 

準優勝  手塚 龍大 （東海大学）      準優勝  熊代 佑輔   （東海大学） 

第三位  下和田 翔平（日本体育大学）    第三位  金子 亮平    （筑波大学） 

     近藤 拓也 （筑波大学）          延城 啓和   （日本体育大学） 

100㎏超 

優 勝  七戸 龍   （福岡大学） 

準優勝  内野 寛和 （国士舘大学） 

第三位  王 皓    （東海大学） 

     赤迫 健太 （早稲田大学） 

 

 

【女子成績】 

48㎏                  52㎏   

優 勝  近藤 香    （帝京大学）     優 勝  浅海 静香   （山梨学院大学） 

準優勝  十田 美里 （近畿大学）     準優勝  渡邉 美樹   （東海大学） 

第三位  笠原 歩美 （日本体育大学）   第三位  橋本 優貴   （金沢学院大学） 

     黒江 優希 （山梨学院大学）       加賀谷 千保  （山梨学院大学） 

57㎏                  63㎏ 

優 勝  金子 瑛美 （埼玉大学）      優 勝   安松 春香   （環太平洋大学） 

準優勝  牧 志津香 （筑波大学）      準優勝   片桐 夏海   （環太平洋大学） 

第三位  金子 遥  （環太平洋大学）    第三位   池田 千華   （帝京大学） 

     石川 慈  （帝京大学）             渡辺 華奈   （東海大学） 

 

70㎏                  78㎏ 

優 勝  大野 陽子 （立命館大学）   優 勝  川島 巴瑠菜  （旭川大学） 

準優勝  谷口 亜弥 （山梨学院大学）  準優勝  三戸 彩渚    （環太平洋大学） 

第三位  塚越 加奈 （淑徳大学）    第三位  鈴木 亜紀奈  （帝京大学） 

     田知本 遥 （東海大学）          石本 智子    （福岡大学） 

78㎏超 

優 勝  田知本 愛 （東海大学） 

準優勝  市橋 寿々華（東海大学） 

第三位  佐藤 みのり（平成国際大学） 



      山部 佳苗 （山梨学院大学） 

(3)  全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子 12回 女子 2回) 

 ① 主  催 (社)全日本学生柔道連盟,毎日新聞社 

 ② 主  管 関西学生柔道連盟 

 ③ 後  援 文部科学省,兵庫県,尼崎市,兵庫県教育委員会,尼崎市教育委員会, 

尼崎市体育協会,(財)尼崎市スポーツ振興事業団,(財)全日本柔道連盟 

近畿柔道連盟,尼崎柔道協会,NHK,スポーツニッポン新聞社 

 ④ 特別協賛 大塚製薬株式会社,東建コーポレーション株式会社,綜合警備保障株式会社,ミズノ株式会社 

 ⑤ 協  賛 NEC,株式会社ダイワコーポレーション,羽田タートルサービス株式会社, 

三菱電機株式会社,株式会社佐々木冷菓,財団法人日本宝くじ協会(プログラム助成) 

 ⑥ 放  送 平成 22年 11月 3日(水・祝)  NHK教育テレビ 15時 00分～16時 00分 

 ⑦ 日  時 10月 30日(土) 10時 00分 開会式 

 10時 30分 試合開始 男子 1回戦～2回戦 

    女子 1回戦～3回戦 

10月 31日(日) 9時 30分 試合開始 男子 3回戦～決勝戦 

 12時 15分 試合開始 女子準決勝戦～決勝戦 

 ⑧ 会  場 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園） (兵庫県尼崎市西長州町 1-4-1) 

 ⑨ 成  績 男子団体戦 7名点取り式トーナメント 52チーム出場 

女子団体戦 7名点取り式トーナメント 18チーム出場 

 

<男子団体> 

優   勝  筑波大学 

準 優 勝  東海大学 

第 三 位  国士舘大学 

第 三 位 明治大学 

優秀選手 森下 純平 (筑波大学) 西山 雄希 (筑波大学)  

  羽賀龍之介 (東海大学) 長島 啓太 (東海大学)  

  百瀬 優 (国士舘大学) 上川 大樹 (明治大学)  

 

<女子団体> 

優   勝  環太平洋大学 

準 優 勝  帝京大学 

第 三 位  立命館大学 

第 三 位 山梨学院大学 

優秀選手 谷本  和 (環太平洋大学) 三戸 彩渚 (環太平洋大学) 

  石川  慈 (帝京大学)   浅海 静香 (山梨学院大学) 

 大野 陽子 (立命館大学) 

 

 



２．研修会等２．研修会等２．研修会等２．研修会等 

                       

 （１）教養講座（第 22回） 

   ①主 管  関西学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 22 年 10 月 29 日（金）16:30～18:30 

   ③場 所  ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）研修室 

     ④参加者  約 50 名 

   ⑤講 演  骨格筋の筋線維組成、運動時のエネルギー、筋力トレーニングの原則、スキル、 

         心の問題など資料を引用しながら、試合に強くなる身体と心の科学を学んだ。 

   ⑥講 師  中村 隆一（医学博士） 

 

 （２）審判講習会（第１回） 

   

   ①主 管  関西学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 22 年 5月 16 日（日）13:30～16:00 

   ③場 所  平安会館 

     ④参加者  約 100 名 

   ⑤講 師  川口 孝夫（全日本柔道連盟 審判委員長） 

   ⑥講習内容 国際審判規定が改定されたことにより、新規定の認識統一を目的とした審判講習を 

         実施した。 

  

   審判講習会（第２回） 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 22 年 5月 22 日（土）15:30～16:30 

   ③場 所  講道館新館 2階教室 

     ④参加者  約 50 名 

   ⑤講 師  高濱 久和（全日本柔道連盟 審判委員） 

   ⑥講習内容 大会における審判方法や新ルールについて講習を受ける。 

 

   審判講習会（第３回） 

   ①主 管  北信越学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 23 年 3月 4日（金）14:00～17:00 

   ③場 所  金沢学院大学研修室及び柔道場 

     ④参加者  約 60 名 

   ⑤講 師  渡辺 直勇（石川県柔道連盟 審判委員長） 

   ⑥講習内容 審判規定の解釈と審判実技をしながら大会における審判方法や新ルールについて 

         講習を受ける。 

    



３．国際交流３．国際交流３．国際交流３．国際交流    

 海外研修合宿 

  期 間   2011 年 3 月 6日（日）～3月 15 日（火） 9 泊 10 日 

  場 所   フランス（プロバンス地区、パリ、モナコ） 

  参加者   役員 5名、学生 21 名（男子 15名、女子 6名） 

        団 長   中治 洋一   全日本学生柔道連盟副会長 

        監 督   平野 亮策   関西学生柔道連盟 

        コーチ   吉見 浩二   北信越学生柔道連盟 

        コーチ   矢崎 利加   関東学生柔道連盟 

        総  務   大須賀 るり  全日本学生柔道連盟事務局 

        内 容   研修報告書のとおり 

 

４．会議等４．会議等４．会議等４．会議等    

 (１) 通常総会 

  ①第 29 回 ・日 時  2010 年 6月 25 日（金）15時 30 分～17 時     

       ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30） 

      ・出席者  理事・監事 10 名 

               正会員（本人）29名 

               正会員（委任状）200     ※正会員総数 317 

  ②第 30 回 ・日 時  2010 年 10 月 29 日（金）14 時 30 分～15時 30 分 

        ・場 所  尼崎市記念公園総合体育館会議室（尼崎市西長洲本通 1-4-1） 

・出席者  理事・監事 4 名 

               正会員（本人）24名 

              正会員（委任状）203    ※正会員総数 319 

 

 (２) 臨時総会 

  ①第 7回 ・日 時  2010 年 4月 2 日（金）13 時～13 時 20 分     

       ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30） 

      ・出席者  理事・監事 7 名 

               正会員（本人）11名 

               正会員（委任状）175     ※正会員総数 317 

 

 (３) 理事会（理事総数 19名、監事 3 名） 

  ①第 29 回 ・日 時  2010 年 4月 2 日（金）14 時～15 時 

         ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30）  

          ・出席者  理事 本人 15 名 委任状 4 名 監事 2 名 事務局 2名 

  ②第 30 回 ・日 時  2010 年 10 月 29 日（金）13 時 30 分～14時 30 分 

         ・場 所  ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）会議室（尼崎市西長洲本通 1-4-1） 

         ・出席者  理事 本人 18 名 委任状 1 名 監事 2 名 事務局 1名 



 (４) 臨時理事会 

  ①第 34 回 ・日 時  2010 年 6月 25 日（金）14時～14 時 50 分 

         ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30） 

         ・出席者  理事 本人 19 名 委任状 0 名 監事 2 名 事務局 2名 

  ②第 35 回 ・日 時  2010 年 10 月 8 日（金）15 時～16時 30 分 

         ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30） 

         ・出席者  理事 本人 18 名 委任状 1 名 監事 1 名 事務局 2名 

  ③第 36 回  ・日 時  2011 年 3 月 22 日（火）文書による審議 

             ・出席者  理事 本人 19 名  

すべての会議の議事録を作成し、議長及び出席者の代表 2 名が署名押印して保存する。 

別資料の『2010 年度議事録』を参照。   

 

５．助成・顕彰及び会報等の発行５．助成・顕彰及び会報等の発行５．助成・顕彰及び会報等の発行５．助成・顕彰及び会報等の発行    

    

 (1)助 成 

  団 体 名  全国国立大学柔道連合会  会長 尾形敬史 

 事 業 名  第 52回全国国立大学柔道優勝大会 

 助成金額  50,000円  

 主  催  全国国立大学柔道連合会 

 後  援  文部科学省・（財）講道館・（社）全日本学生柔道連盟 

 期  日  2010年 7月 4日（日） 開会式 午前 9時 

 会  場  講道館（東京都文京区春日 1-16-30） 

 参加資格  １）国立大学生 

  ２）職域チーム等に所属して試合に出場している者は資格が無い。 

  ３）各大学は，地区予選を行わないで直接参加できる。 

  ４）全日本柔道連盟に登録していること。 

 参加大学  43校 

 成  績  優 勝 筑波大学  準優勝 埼玉大学  3位 秋田大学・鹿屋体育大学 

 

 (２)顕 彰 

  ①功労者(２名) 

    貴島 徹（関西学生柔道連盟） 

    緒方 和男（北信越学生柔道連盟） 

   ※ 2008年度 2名 2007年度 2名 2006年度 4名 2005年度 3名  

     2003年度 2名 2002年度 5名 2001年度 2名 2000年度 1名  

         1999年度 5名 1998年度 3名 1997年度 5名   

   

  ②表彰状（９社・１団体） 

    センコー株式会社 東建コーポレーション株式会社 三菱電機株式会社  



       株式会社ダイワコーポレーション  日本電気株式会社 綜合警備保障株式会社  

    大塚製薬株式会社 ミズノ株式会社  羽田タートルサービス株式会社  

    財団法人日本宝くじ協会 

   ※ 2009年度 8社・１団体 2008年度 8社・１団体 2007年度 ７社・１団体    

     2006年度 ７社・１団体 2005年度 3社・3団体  2004年度 5社・3団体 

     2003年度 4社・2団体 

    

  ③学生柔道特別賞（なし） 

 ※ 2001年度 4名  2000年度 1名  1999年度 3名  1998年度 3名 

     1997年度 3名 

 

 (３)会報等 

  ①社団法人 全日本学生柔道連盟だより第 15号（A4版 8頁）2010年 6月 20日発行 

                           編集・発行 総務担当理事部会 

 

６．会６．会６．会６．会    員員員員    

 (１)正会員 320 校（平成 22 年度現在） 

 

北海道学生柔道連盟（25校） 

旭川大学 小樽商科大学 帯広畜産大学 札幌大学 札幌医科大学 札幌学院大学 

専修大学北海道短期大学 道都大学 北海道医療大学 北星学園大学 北海学園大学 

北海道大学  北海道教育大学 北海道工業大学 釧路公立大学 北海道東海大学 室蘭工業大学 

 酪農学園大学 天使女子短期大学 東京農業大学生物産業学部 旭川大学 北翔大学 

札幌国際大学 釧路短期大学 北海道文教大学 

   

東北学生柔道連盟（29校） 

弘前大学 青森大学 八戸工業大学 八戸大学 秋田大学 ノースアジア大学  

岩手大学 富士大学 盛岡大学 奥羽大学 岩手医科大学 仙台大学 東日本国際大学 

 東北大学 東北学院大学 宮城教育大学 東北福祉大学 北里大学水産部 山形短期大学 

 石巻専修大学 山形大学 東北芸術工科大学 青森中央学院大学 福島大学  日本大学工学部  

東北工業大学 青森中央短期大学 聖霊女子短期大学 秋田県立大学 

  

関東学生柔道連盟（48校） 

足利工業大学 宇都宮大学 関東学園大学 群馬大学 上武大学 高崎経済大学 茨城大学 

流通経済大学 桐蔭学園横浜大学 埼玉大学 清和大学 城西大学 国際武道大学 

神奈川工科大学 関東学院大学 防衛大学校 横浜国立大学 横浜商科大学 千葉商科大学  

  都留文科大学 山梨大学 山梨学院大学 筑波大学 獨協大学 千葉大学 千葉工業大学 

  淑徳大学 城西国際大学 白鴎大学 東洋大学工学部 横浜市立大学 中央学院大学 

  日本大学生産工学部 麻布大学 神奈川大学 東京国際大学 日本工業大学 帝京平成大学 



  防衛医科大学校 敬愛大学 明海大学 平成国際大学 フェリス女学院大学 松蔭大学 

  了德寺大学 文教大学 帝京大学理工学部 茨城工業高等専門学校 

   

    東京学生柔道連盟（49 校） 

    桜美林大学 学習院大学 青山学院大学 杏林大学 慶應義塾大学 工学院大学 

    國學院大学 亜細亜大学 駒澤大学 芝浦工業大学 順天堂大学 上智大学 東京経済大学 

    東京学芸大学 早稲田大学 東京工業大学 玉川大学 国士舘大学 東京農業大学 

    東京理科大学 東洋大学 成蹊大学 成城大学 専修大学 創価大学 大東文化大学 

    二松学舎大学 日本大学 日本体育大学 一橋大学 大正大学 法政大学  武藏大学 

    明治学院大学 高千穂大学 拓殖大学 中央大学 明治大学 明星大学 立教大学 

    立正大学 帝京大学 東海大学 東京大学 東邦大学 日本文化大学 帝京短期大学 

   東京有明医療大学 帝京科学大学 

 

北信越学生柔道連盟（18校） 

北陸大学 金沢学院短期大学 金沢工業大学 金沢大学 福井大学  

福井工業大学 富山大学 新潟大学 信州大学 長岡技術科学大学 上越教育大学  

高岡法科大学   金沢学院大学 日本医科大学新潟歯学部 

金沢工業高等専門学校 長岡工業高等専門学校 富山工業高等専門学校 金城大学 

  

東海学生柔道連盟（34校） 

同朋大学 名古屋学院大学 日本福祉大学 名古屋工業大学 名古屋大学  

南山大学 愛知教育大学 愛知工業大学 名城大学 藤田保健衛生大学 皇學館大学 中部大学 

三重大学 愛知産業大学 名古屋市立大学 静岡大学 東海大学海洋開発工学部 愛知学院大学 

  岐阜聖徳学園大学 朝日大学 愛知大学 岐阜大学 名古屋経済大学 中京大学  

  名古屋商科大学 岐阜薬科大学 静岡産業大学 至学館大学 日本大学国際関係学部  

  近畿大学工業高等専門学校 星城大学 椙山女子学園大学 静岡文化芸術大学 

  

関西学生柔道連盟（53校） 

滋賀大学 大谷大学 京都外国語大学 京都学園大学 京都教育大学 

京都産業大学 京都大学 京都府立医科大学 同志社大学 佛教大学 明治国際医療大学 

立命館大学 龍谷大学  姫路獨協大学 和歌山大学 天理大学 奈良大学 追手門大学  

大阪学院大学 大阪教育大学 大阪経済大学 大阪芸術大学 阪南大学 大阪経済法科大学 

大阪工業大学 大阪産業大学 大阪歯科大学 大阪商業大学 大阪市立大学 関西大学 

大阪電気通信大学 大阪体育大学 大阪大学 大阪府立大学 関西外国語大学 近畿大学 

摂南大学 桃山学院大学 和歌山県立医科大学 関西学院大学 甲南大学 神戸学院大学 

神戸大学 大阪医科大学 大阪国際大学 びわこ成蹊スポーツ大学 芦屋大学 

近畿医療福祉大学 大阪芸術大学短期大学部 四天王寺大学 兵庫県立大学 流通科学大学 

  武庫川女子大学 

 



 中国四国学生柔道連盟（30校） 

 高知大学 徳島大学 鳥取大学 岡山大学 岡山商科大学 岡山理科大学 島根大学  

 海上保安大学校 近畿大学工学部 広島大学 広島経済大学 広島工業大学 松山大学 

 広島修道大学 福山大学 下関市立大学 水産大学校 徳山大学 山口大学 香川大学 

 愛媛大学 吉備国際大学 広島国際大学 鳥取短期大学 倉敷芸術科学大学 東亜大学 

 松山東雲女子大学 松山東雲短期大学 環太平洋大学 鳴門教育大学 

 

 九州学生柔道連盟（34校） 

 沖縄国際大学 福岡大学 九州産業大学 九州大学 西南学院大学 日本教育大学  

 第一経済大学 久留米大学 北九州市立大学 近畿大学産業理工学部 九州工業大学  

 九州共立大学 熊本学園大学 宮崎大学 九州東海大学 宮崎産業経営大学 南九州大学  

 鹿児島大学 鹿児島国際大学 第一工業大学 鹿屋体育大学 大分大学 九州国際大学  

 佐賀大学 日本文理大学 崇城大学 別府大学 熊本大学 長崎大学  

 福岡経済大学 福岡工業大学 九州保健福祉大学 名桜大学 九州看護福祉大学 

  

  



 (２)賛助会員 

 日本エースサポート株式会社≪東京≫　 高宮接骨院≪東京≫

株式会社オオヤギ≪東京≫ 株式会社三技協≪東京≫

不二熱学工業株式会社≪関西≫ 京葉瓦斯株式会社≪東京≫

《個人会員》(１９４）
《北海道地区》

(１１) 蓮見　弘 渡辺軍三
静岡産業大学

柔道部 脇谷政孝

丸山淳士 羽生利彦 片岡　安 鎌谷秀男 村田正夫

櫻井　淳 大澤正美 山下泰裕 皇學館大学柔道部 松田基子

工藤正義 尾形敬史 斉藤　仁 辻本　修 細川伸二

河合一丸 樗澤隆治 鳥海又五郎 久保田浩史 古谷七五三次

岩崎　満 吉良鉄男 坂本大記 愛知大学柔道部 井筒安正

行方威七 関根　忍 岩釣兼旺 鈴木　香 長谷川明利

畠中金雄 宮腰浩一 小出將惠
《関西地区》

(４３) 貴島　徹

小山尋明 岡田弘隆 恩田哲也 丸木英二
《中四国地区》

(１５)

田崎元久 増地克之 山本洋祐 佐野修弘 五島昌明

菱山博亮 廣川充志 橋本敏明 玉山晋治 猪木原孝二

栗原勇介 野瀬清喜 島村昌利 上野　勝 大谷崇正
《東北地区》

(１１) 中村良三 大成建設㈱井上 丹羽権平 太田正和

佐々木安廣 山部伸敏 網倉大介 火箱保之 永廣信治

南條充寿 小俣幸嗣 高橋　歩 出口和生 古賀稔彦

高橋富士男 石井兼輔 齋藤知久 岡田正行 矢野智彦

遠藤純男 山口　香 下川哲徳 岩田　勝 出口達也

伊藤　潔 吉鷹幸春 西川直好 大橋寛治 瀬川　洋

東北福祉大学柔道部 越野忠則 坂口吉一 井之上正信 鏡原　壽

三戸範之 柏崎克彦 徳野和彦 橋本　等 川口孝夫

岩手大学柔道部 徳永俊行 田代光恭 山﨑立実（2口） 吉岡　剛

高橋俊哉 西田孝宏 中村兼三 中治洋一 高口誠次郎

佐藤幸二
《東京地区》

(４４) 井上康生 岡本清孝 佐原昌弘

村本光二 福井鉱之輔 塚田真希 吉田新吾 藤本　誠
《北信越地区》

(１２) 中野根二郎 安江邦治 村元辰寛

松永大吾 上水研一朗 福岡政章 元谷金次郎(2口）
《九州地区》

(１４)

新潟大学柔道部 関　勝治 藤猪省太 木村豊久

緒方和男 一戸隆男 篠原信一 中原良治

前川直也 大八木諭
《東海地区》

(１９) 前野秀秋 手島　薫

大柿　実 福地　崇 酒井國利 正木嘉美 近藤嘉明

鈴木貴士 内海健雄 竹内外夫 土佐三郎 清水克巳

湊谷　弘 佐藤宣践 稲川雪久 岡本　学 山中圏一

渡辺直勇 佐藤勇夫 安田信由 古松正次 松永郁男

渡辺涼子 髙木長之助 佐藤治夫 中西康明 濱田初幸

吉見浩二 宮崎誠司 土川美和子 仲辻眞悟 中原　一

竹田達矢 廣井武司 長谷川優 平野亮策 小澤雄二

南谷直利 竹内元彦 金子修巳 森田章介 藤田弘明
《関東地区》

(２４) 鈴木義雄 河原龍秀 内田　強 安河内春彦

千代川隆 光永吉輝 関　　巌 春日　俊 桶川　純

中村一成 木下和之 柴田光徳 栗原良浩 北井和利

津沢寿志 小林秀行 橋本圭史


