
男子個人試合 ６０㎏級
平成２２年１０月３１日（日）

優勝 鷲崎 勇星（大 牟 田）

２位 柴田 峻輔（久留米商業）

３位 浦田 宏樹（久留米商業）

４位 浦田 佑樹（久留米商業）

鷲崎 勇星（大 牟 田）２

井出 龍（鞍手竜徳）２

武藤 優士（青 豊）２

松井 憲佑（糸島農業）１

松本 雄太（飯 塚）２

浦田 宏樹（久留米商）２

清水 薫（糸島農業）１

銅直 勝巳（九国大付）１

松田 長信（東海大五）２

北村 一樹（九国大付）２

清水 紅治（鞍手竜徳）１

浦田 佑樹（久留米商）２

堀本 就章（八幡工業）１

大江 浩太郎（東 福 岡）２

柴田 峻輔（久留米商）２

岡村 青（飯 塚）１

＜三位決定戦＞

浦田 宏樹（久留米商）

浦田 佑樹（久留米商）



男子個人試合 ６６㎏級

優勝 仁田 隆一（大 牟 田）

２位 田中 佑季（久留米商業）

３位 伊藤 智将（沖 学 園）

４位 望月 秀人（修 猷 館）

仁田 隆一（大 牟 田）２

福島 力（中 間）１

村崎 匠（飯 塚）２

古野 翔太郎（東海大五）１

飯野 翔伍（北 筑）１

政本 紘佑（大 牟 田）１

伊藤 智将（沖 学 園）１

髙口 悠志（嘉 穂）１

望月 秀人（修 猷 館）２

砥上 司（鞍 手）１

花野 孝平（戸畑工業）２

平 靖秀（八 女）２

花田 瑛（稲築志耕館）２

松崎 壮一朗（福岡舞鶴）２

田中 佑季（久留米商）２

友成 祐輔（中 間）２

＜三位決定戦＞

伊藤 智将（沖 学 園）

望月 秀人（修 猷 館）



男子個人試合 ７３㎏級

優勝 小安 純也（沖 学 園）

２位 林 和則（福岡大附大濠）

３位 中嶋 亮太（西短大附）

４位 北川 諒（九州産業）

阿部 秀平（嘉 穂）２

西川 裕基（小 倉）１

横山 綾亮（大 牟 田）１

林 和則（福大大濠）１

渡邊 龍馬（九国大付）２

蔵留 功基（飯 塚）１

北川 諒（九州産業）１

上村 真太郎（久留米商）１

小安 純也（沖 学 園）２

服部 滝平（八女工業）２

清水 丈一郎（九国大付）２

久保山 勇樹（嘉 穂）１

中嶋 亮太（西短大附）２

綾部 大佑（東海大五）２

高野 啓太（直 方）２

宮金 昇吾（九国大付）１

＜三位決定戦＞

北川 諒（九州産業）

中嶋 亮太（西短大附）



男子個人試合 ８１㎏級

優勝 中園 史寛（東海大付第五）

２位 堤 武文（西短大附）

３位 佐藤 正大（大 牟 田）

４位 岩切 信一郎（沖 学 園）

中園 史寛（東海大五）２

久冨 光太郎（稲築志耕館）２

原 祥也（九国大付）２

今村 拓也（久留米商）１

田崎 雅也（嘉 穂）１

宿輪 充（福大大濠）２

佐藤 正大（大 牟 田）１

柳原 俊太郎（東 筑) ２

堤 武文（西短大附）１

古賀 裕二（若 松）２

柳武 宏明（嘉 穂）１

米原 圭亮（福大大濠）２

隈本 華行（九国大付）２

野上 公輔（久留米商）２

岩切 信一郎（沖 学 園）１

宇佐波 広大（飯 塚）１

＜三位決定戦＞

佐藤 正大（大 牟 田）

岩切 信一郎（沖 学 園）



男子個人試合 ９０㎏級

優勝 服部 元気（嘉 穂）

２位 進藤 一馬（福岡工業）

３位 大町 隆雄（大 牟 田）

４位 甲斐田 謙（西短大附）

田中 諠克（東海大五）２

藤春 俊太（稲築志耕館）１

前潟 祐太（豊国学園）２

甲斐田 謙（西短大附）１

服部 元気（嘉 穂）２

福留 章雄（沖 学 園）１

佐藤 翔平（西短大附）２

市岡 政斗（九国大付）２

大町 隆雄（大 牟 田）１

桂口 賢太（小 倉）２

小柳 紀幸（稲築志耕館）２

吉田 幸平（福 岡）１

高田 隆司（東 筑）２

上迫 祐治（西短大附）２

進藤 一馬（福岡工業）２

阿部 滉平（嘉 穂）１

＜三位決定戦＞

甲斐田 謙（西短大附）

大町 隆雄（大 牟 田）



男子個人試合 １００㎏級

優勝 那須 喜樹（東海大付第五）

２位 荒木 菖利（福岡大附大濠）

３位 武内 翔吾（大 牟 田）

４位 森 勇也（大 牟 田）

武内 翔吾（大 牟 田）２

金子 遼（飯 塚）２

大石 勇二（豊国学園）２

森田 大智（東 福 岡）２

沖永 卓典（嘉 穂）２

佐藤 恭平（西短大附）２

荒木 菖利（福大大濠）２

曽我 崇（九国大付）２

那須 喜樹（東海大五）２

古賀 郁弥（豊国学園）１

山﨑 正貴（嘉 穂）２

吉村 知樹（西短大附）２

奥田 暁郁（九国大付）２

志岐 信太朗（福岡工業）２

森 勇也（大 牟 田）１

尾籠 綾介（稲築志耕館）２

＜三位決定戦＞

武内 翔吾（大 牟 田）

森 勇也（大 牟 田）



男子個人試合 １００㎏超級

優勝 黒岩 貴信（福岡大附大濠）

２位 黒河内 文也（東 福 岡）

３位 斉藤 圭祐（東海大付第五）

４位 中島 陵太（大 牟 田）

田淵 圭太（嘉 穂）２

菅谷 義仁（真 颯 館）２

綾部 倫寛（朝倉光陽）２

斉藤 圭祐（東海大五）１

松永 卓也（豊国学園）１

西山 功一郎（西短大附）２

黒河内 文也（東 福 岡）２

平戸 壮樹（三 井）１

黒岩 貴信（福大大濠）２

吉武 竜也（三池工業）１

三串 渉（豊国学園）２

堀内 政孝（西 田 川）２

中島 陵太（大 牟 田）２

大中 拓人（東海大五）２

奥水 健一（嘉 穂）１

酒井 宏徳（若 松）２

＜三位決定戦＞

斉藤 圭祐（東海大五）

中島 陵太（大 牟 田）


