
－－－－少年部少年部少年部少年部トゥルトゥルトゥルトゥル－－－－    

〇少年部・白帯・低学年の部（小学 1年生以下） 

武田陵汰（岐阜） 

    

山口心遥（岐阜） 

恩田匠（岐阜・茜部） 

渋谷歩夢（岐阜） 

恩田紗波（岐阜・茜部） 

上野順也（岐阜） 

成田憲士郎（岐阜・茜部） 

山口莉衣（岐阜） 

河口陽菜（岐阜・茜部） 

向畑凛（岐阜） 

森下慣太（岐阜・茜部） 

吉村匡矢（岐阜） 

広瀬はんな（岐阜・茜部） 

横井仁（岐阜） 

 

〇少年部・白帯・低学年の部（小学 2年生以上） 

眞木健成（岐阜） 

高橋歩夢（岐阜） 

中村俊佑（三重・津） 

大洞佑真（岐阜） 

赤塚陸（岐阜） 

河口晴咲（岐阜・茜部） 

中野柊（三重・四日市） 

山田聖琉（岐阜） 

野津海渡（岐阜） 

恩田菜摘（岐阜・茜部） 

山口陽路（岐阜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇少年部・黄帯の部 

松林秀太（岐阜） 

木俣快也（愛知・岡崎） 

宮川侑大（岐阜） 

一村錦治（三重・津） 

西尾一冴（岐阜） 

宇山龍太（大阪・大正） 

宇野風香（愛知・岡崎） 

中島嘉紀（愛知・名西） 

上野勝太（岐阜） 

栗原煌士郎（東京・光が丘） 

枝川昇平（岐阜） 

上水舞（三重・四日市） 

萩野愛菜（岐阜） 

上水奏（三重・四日市） 

鈴木杏（岐阜） 

一村珠生（三重・津） 

宇野仁弥（愛知・岡崎） 

北村怜愛（岐阜） 

 

宇野弦汰（愛知・岡崎） 

谷悠一郎（岐阜） 

佐藤祐樹（三重・四日市） 

西尾太我（岐阜） 

栗本怜音（岐阜） 

 

〇少年部・青帯の部 

萩野樹平（岐阜） 

宮崎史苑（東京・光が丘） 

平木佐紀（岐阜） 

石灰遼太郎（東京・板橋） 

高橋実花（愛知・岡崎） 

大門明日香（岐阜） 

桐明冬聖（東京・板橋） 

栗原夢野（東京・光が丘） 

西田翔輝（三重・津） 

村松七海（愛知・岡崎） 

宮崎史成（東京・光が丘） 

岩田結羽（岐阜） 

竹内駿（大阪・大正） 

野澤正之介（愛知・岡崎） 

栗本佳音（岐阜） 

大石実依子（東京・光が丘） 

榊原和真（岐阜） 



〇少年部・緑帯の部 

西田裕翔（三重・津） 

安倍圭吾（大阪・大正） 

岩田晴太（岐阜） 

岩間悠斗（三重・四日市） 

伊藤紋太（東京・光が丘） 

前田彩咲（三重・四日市） 

松尾早翼（岐阜） 

堀内碧（三重・四日市） 

神田冴人（東京・光が丘） 

大門由佳（岐阜） 

甲斐あんり（東京・光が丘） 

松尾典磨（岐阜） 

堤亮介（大阪・大正） 

岡村光輝（岐阜） 

前田智咲（三重・四日市） 

大山理佑司（三重・津） 

橋詰康平（岐阜） 

杉本七仁（三重・四日市） 

二村崇仁（愛知・岡崎） 

枝川周平（岐阜） 

 

〇少年部・中学生の部 

平木辰哉（岐阜） 

鈴木翔吾（東京・西台） 

中島隆（岐阜） 

伊藤佐介（東京・光が丘） 

久保田祐馬（岐阜） 

西尾晟一（岐阜） 

井浦悠斗（東京・板橋） 

橋本泰知（岐阜） 

内山英世（東京・板橋） 

松尾龍橘（岐阜） 

高橋幸矢（愛知・岡崎） 

岡田歩偉（三重・四日市） 

長岡稜貴（岐阜） 

庭野達也（東京・板橋） 

 

 

 

 

 

 

 



－－－－成年部成年部成年部成年部トゥルトゥルトゥルトゥル－－－－    

〇成年男子の部 

石田陵（名城大学） 

向畑昌和（岐阜） 

林寛之（三重・津） 

清水悠（岐阜大学） 

落合秀治（三重・津） 

鍵谷寛生（岐阜大学） 

飯田隆寛（静岡・浜松） 

横山聖幸（岐阜） 

野間壮一郎（三重・四日市） 

二村俊弘（愛知・岡崎） 

内海優佑（早稲田大学） 

宇山弘行（大阪・大正） 

大門俊彦（岐阜） 

臼井久高（愛知・尾張） 

加藤幸男（岐阜） 

中村正徳（愛知・尾張） 

鈴木理文（早稲田大学） 

村松圭介（愛知・岡崎） 

黒米皓次（岐阜大学） 

暮沼彪（名城大学） 

岩室宏基（岐阜大学） 

堀内勝史（三重・津） 

近藤悟（愛知・尾張） 

塩満智之（大阪・淀川） 

芝田啓人（岐阜） 

平木景（岐阜） 

松岡孝晃（名城大学） 

森永強（三重・津） 

宇野創太（岐阜大学） 

三岳芳郎（愛知・尾張） 

北井亮佑（岐阜大学） 

緒方大輔（静岡大学） 

柴崎貴志（早稲田大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇成年女子の部 

西村千絵子（大阪・淀川） 

佐々木里奈（岐阜大学） 

廣瀬志帆（岐阜） 

日間賀恵子（三重・津） 

日比野歩（岐阜大学） 

高木かおり（岐阜） 

北川るり（静岡大学） 

藪暁子（東京・新宿） 

清水有紗（三重・津） 

平林有美（岐阜大学） 

池田千夏（愛知・名西） 

水野莉穂（岐阜大学） 

小林紗矢香（静岡大学） 

山本歩（三重・四日市） 

木村南美（岐阜） 

萩原麻衣（東京・南大泉） 

 

－－－－少年部少年部少年部少年部マッソギマッソギマッソギマッソギ－－－－    

〇少年部ライト級 

村松七海（愛知・岡崎） 

北村怜愛（岐阜） 

宇野弦汰（愛知・岡崎） 

萩野愛菜（岐阜） 

堤亮介（大阪・大正） 

大門由佳（岐阜） 

野澤正之介（愛知・岡崎） 

栗本怜音（岐阜） 

伊藤紋太（東京・光が丘） 

西田翔輝（三重・津） 

横山侑輝（岐阜） 

堀内碧（三重・四日市） 

岩田晴太（岐阜） 

宮崎史成（東京・光が丘） 

松林秀太（岐阜） 

桐明冬聖（東京・板橋） 

枝川周平（岐阜） 

高橋実花（愛知・岡崎） 

 

 

 

 

 

 



〇少年部マイクロ級     

西田裕翔（三重・津） 

宇野仁弥（愛知・岡崎） 

西尾一冴（岐阜） 

安倍圭吾（大阪・大正） 

栗原煌士郎（東京・光が丘） 

枝川昇平（岐阜） 

松尾典磨（岐阜） 

木俣快也（愛知・岡崎） 

 

〇少年部ミドル級 

榊原和真（岐阜） 

二村崇仁（愛知・岡崎） 

松尾早翼（岐阜） 

佐藤祐樹（三重・四日市） 

宇山龍太（大阪・大正） 

上野勝太（岐阜） 

石灰遼太郎（東京・板橋） 

神田冴人（東京・光が丘） 

宮川侑大（岐阜） 

杉本七仁（三重・四日市） 

岡村光輝（岐阜） 

 

〇少年部ヘビー級 

栗本佳音（岐阜） 

大山理佑司（三重・津） 

西尾太我（岐阜） 

橋詰康平（岐阜） 

岩間悠斗（三重・四日市） 

中島嘉紀（愛知・名西） 

竹内駿（大阪・大正） 

 

〇少年部女子ヘビー級 

甲斐あんり（東京・光が丘） 

大門明日香（岐阜） 

宮崎史苑（東京・光が丘） 

大石実依子（東京・光が丘） 

宇野風香（愛知・岡崎） 

栗原夢野（東京・光が丘） 

平木佐紀（岐阜） 

 

 

 

 



〇中学生軽量級 

平木辰哉（岐阜） 

西尾晟一（岐阜） 

鈴木翔吾（東京・西台） 

岡田歩偉（見栄・四日市） 

松尾龍橘（岐阜） 

井浦悠斗（東京・板橋） 

高橋幸矢（愛知・岡崎） 

 

〇中学生中量級 

伊藤佐介（東京・光が丘） 

長岡稜貴（岐阜） 

内山英世（東京・板橋） 

橋本泰知（岐阜） 

庭野達也（東京・板橋） 

 

－－－－成年部成年部成年部成年部マッソギマッソギマッソギマッソギ－－－－    

〇成年男子マイクロ級 

柴崎貴志（早稲田大学） 

清水悠（岐阜大学） 

落合秀治（三重・津） 

宇野創太（岐阜大学） 

高橋恭裕（岐阜大学） 

山田和真（静岡大学） 

船橋弘旭（岐阜大学） 

 

〇成年男子ライト級 

村松圭介（愛知・岡崎） 

松原亮介（静岡大学） 

鮎川永（名城大学） 

天野真光（静岡大学） 

暮沼彪（名城大学） 

岩室宏基（岐阜大学） 

石田陵（名城大学） 

緒方大輔（静岡大学） 

芝田啓人（岐阜） 

松岡孝晃（名城大学） 

内海優佑（早稲田大学） 

 

〇成年男子シニア軽量級 

小山周一（岐阜） VS 二村俊弘（愛知・岡崎） 

 

 

 

上が赤コーナー 

下が青コーナー 



〇成年男子ミドル級 

鈴木理文（早稲田大学） 

橋本清一（岐阜） 

竹内健祐（岐阜大学） 

北井亮佑（岐阜大学） 

森永強（三重・津） 

黒米皓次（岐阜大学） 

鍵谷寛生（岐阜大学） 

 

〇成年男子ヘビー級 

飯田隆寛（静岡・浜松） 

林寛之（三重・四日市） 

塩満智之（大阪・淀川） 

阿世知駿（静岡大学） 

横山聖幸（岐阜） 

臼井久高（愛知・尾張） 

青木智幸（岐阜） 

 

〇成年男子シニア重量級 

堀内勝史（三重・四日市） 

中村正徳（愛知・尾張） 

横山幸延（岐阜） 

近藤悟（愛知・尾張） 

宇山弘行（大阪・大正） 

大門俊彦（岐阜） 

 

〇成年女子マイクロ級 

藪暁子（東京・新宿） 

日比野歩（岐阜大学） 

西村千絵子（大阪・淀川） 

水野莉穂（岐阜大学） 

北川るり（静岡大学） 

日間賀恵子（三重・津） 

高木かおり（岐阜） 

小林紗矢香（静岡大学） 

佐々木里奈（岐阜大学） 

平林有美（岐阜大学） 

清水有紗（三重・津） 

 

〇成年女子ライト級 

脇川弘子（愛知・岡崎） VS 池田千夏（愛知・名西） 

池田千夏（愛知・名西） VS 萩原麻衣（東京・南大泉） 

萩原麻衣（東京・南大泉） VS 脇川弘子（愛知・岡崎） 

 

≪男子団体戦≫ 

岐阜大学 

名城大学 

静岡大学 


