
男子６０ｋｇ級

３位決定戦
九国大付銅直　勝巳

豊国学園畑村　　信

35 藤本　大志 東筑紫

34 井筒　淳人 八幡工業

33 畑村　　信 豊国学園

32 末永　友貴 青豊

31 草野　正志 八幡工業

30 上野　敦也 若松

29 山田　爽水 育徳館

28 植松　大喜 東筑紫

27 宮尾　嘉一 小倉南

26 西野　　颯 真颯館

25 本田　一誠 戸畑工業

24 岡村　匡展 九国大付

23 河野　純治 戸畑

22 大森　伊織 北九州市立

21 濱田　　光 豊国学園

20 香野　雄也 八幡工業

19 老野　哲平 真颯館

18 永家　賢也 戸畑工業

17 小崎　篤哉 豊国学園

16 高野　　陸 八幡工業

北九州高専

7 松岡　芳弘

15 坂口　雄哉 青豊

3 東　　皓平 小倉南

5 前田　隼平 東筑

1 福島　就章 八幡工業

4 須山　敬太 東筑紫

2

8

中村　太祐

田上　佑介 八幡工業

戸畑工業

6 長谷部　将吾 真颯館

10 銅直　勝巳 九国大付

9 猪股　涼太 豊国学園

12 勝河　白楊 豊国学園

11 友成　雅貴 北筑

14 崎村　雄貴 戸畑

13 石川　　稜 北九州市立

北村　俊樹　 九国大付

37 濱田　　悟 中間

福島（八工）

　香野（八工）

　銅直（九国）

38 諏訪下　雅司 豊国学園
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男子６６ｋｇ級

３位決定戦
八幡工業中西　将真

北筑江川　賢斗

22 馬場　涼太 小倉

21 須山　裕一郎 豊国学園

20 中西　将真 八幡工業

19 松本　連太郎 北筑

18 木下　　謙 若松

17 川野　聖幸 九国大付

16 高橋　　真 北九州市立

15 江口　雅人 豊国学園

6 森永　康介 北筑

5 桑原　孝拓 東筑

八幡工業

3 友田　敬太 若松

八木　浩貴 小倉南

1 新原　惇平 豊国学園

2

7 中西　駿也 戸畑

八幡工業

4 白坂　悠太

8 矢野　涼馬

10 山田　英喜 九国大付

12 山野　恭寛 北九州高専

小倉　大典 東筑紫

13 深町　大樹 八幡工業

9 中川　太貴 真颯館

11

佐野　貴樹 東筑紫

14 前小路　泰智 東筑

森　　勇生 戸畑工業

23 村井　大樹 八幡工業

24

大濱　和哉 八幡工業

25 古野　瞳也 若松

26

江川　賢斗 北筑

27 森　　　陽 門司学園

28

馬場　翔一 豊国学園

29 岡野　　豊 九国大付

30

前田　雄作 東筑紫

31 渡辺　慶祐 北九州高専

32

松岡　夏希 八幡工業

33 栗田　貴之 八幡工業

34

村上　航大 北筑

35 上田　愛貴 中間

36

末永　渓太朗 東筑

37 和田　　樹 九国大付

38

新原（豊国）

　末永（東筑）

　江川（北筑）

39 岡田　佳己 育徳館
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男子７３ｋｇ級

14 肥後　拓弥 豊国学園

13 谷村　恭太 八幡工業

12 福島　輝也 九国大付

11 門司　誓志 豊国学園

10 大坂　　勇 八幡工業

9 田中　　翔 真颯館

7 振井　　優 東筑紫

柳川　智仁

八幡工業

戸畑工業

4 小林　　磨

1 宮金　昇吾 九国大付

2 吉本　大悟

5 江口　貴志 豊国学園

戸畑

3

15 山口　翔太郎 北筑

6 井生　周一郎 小倉

8

17 藤井　嘉樹 真颯館

16 桑原　勇太 戸畑

19 遊佐　大樹 小倉

18 井口　隼人 若松

21 新原　康平 豊国学園

20 荒木　慎之介 小倉南

22 松田　征也 八幡工業

３位決定戦

　宮金（九国付）

　門司（豊国）

　松田（八幡工）

豊国学園門司　誓志

北筑山口　翔太郎

磯邉　航之介 小倉東



男子８１ｋｇ級

３位決定戦
北筑高田　大夢

八幡工業高司　智樹
　高司（八幡工）

3 牧村　直樹 八幡工業

6 友澤　孝輔 九国大付

5 戸成　一貴

1 飯野　翔伍 北筑

4 杉本　伸助 育徳館

東筑

7 古殿　　涼 若松

2 竹内　宣幸 小倉

9 村上　潤一 豊国学園

8 永松　虎生太 真颯館

11 森田　真治 戸畑工業

10 稲葉　将太 若松

13 佐藤　遥希 八幡工業

12 藤田　直輝 東筑

15 高田　大夢 北筑

14 都留　栄志 九国大付

17 光田　隆哉 九国大付

16 大坂　　匠 八幡工業

19 西川　裕基 小倉

18 德田　拓也 若松

21 山口　史晃 小倉東

20 中武　大輝 豊国学園

23 橋本　伊織 八幡

22 遠藤　智樹 東筑

25 田中　　玲 若松

24 平川　　順 戸畑工業

26 秀島　健介 北九州市立

27 梶原　　颯 東筑

28

31 柴田　将道 九国大付

29 高司　智樹 八幡工業

　飯野（北筑）

　中武（豊国）

30 松本　健太 育徳館

坂井　優太 北筑



男子９０ｋｇ級

18 深町　将晴 八幡工業

16 濱村　雅人 東筑

19 大峯　正己 東筑

14 吉田　崇仁 八幡工業

17 平本　貴也 若松

12 大江　俊輔 北筑

15 中谷　勇次 豊国学園

10 深水　虹希 東筑

13 田中　紳太郎 真颯館

8 小林　将己 育徳館

11 森渕　和希 育徳館

2 山下　隼人 豊国学園

9 木内　　翼 八幡工業

4 立石　孝介 中間

若松

7 梶原　賞太

5 満園　優心

3

6 廣田　彰吾 九国大付

東筑

1 澤田　高広 八幡工業

３位決定戦
九国大付廣田　彰吾

花田　将人 東筑

澤田（八幡工）

　濱村（東筑）

　廣田（九国付）
東筑深水　虹希



男子１００ｋｇ級

男子１００ｋｇ超級

光永　倫太郎 若松

３位決定戦
育徳館津上　清文

真颯館岡野　大樹

３位決定戦
八幡工業佐藤　拓実

6 岡崎　雅人 戸畑工業

7 杉山　慶太 八幡工業

1 都留　佑介 九国大付

2

5 勝目　敦也

下村　凌樹 豊国学園

育徳館

4

3 津上　清文 育徳館

岡野　大樹 真颯館

1 小山田　隼人 九国大付

2 日野　睦章 北筑

3 岡田　祐介 青豊

4 森下　勇太朗 小倉

佐藤　拓実 八幡工業

6 光永　倫太郎 若松

7 赤松　佑人 東筑紫

8 中尾　柊太 八幡工業

5

　都留（九国付）

　岡野（真颯館）

小山田
（九国付）

　松永（豊国）

　佐藤（八幡工）

9 松永　卓也 豊国学園

　杉山（八幡工）


