
男子個人試合 ６０㎏級

優勝 小林 玄（大 牟 田）

２位 杉本 静弥（沖 学 園）

３位 手嶋 亮介（八幡工業）

４位 中嶋 大樹（西日本短大附）

小林 玄（大 牟 田）３

川野 裕倫（直 方）１

高山 衛（八幡工業）３

西宮 考紀（東海大五）３

松本 雄太（飯 塚）２

中嶋 大樹（西短大附）３

深町 純樹（東海大五）３

田畑 慎太郎（戸畑工業）３

杉本 静弥（沖 学 園）３

堀本 就章（八幡工業）１

樋口 晃雄馬（鞍手竜徳）２

松藤 拓也（大 牟 田）２

手嶋 亮介（八幡工業）３

田熊 知幸（福工大城東）３

鷲崎 勇星（大 牟 田）２

楠 晃冴（田川科学）３

＜三位決定戦＞

中嶋 大樹（西短大附）

手嶋 亮介（八幡工業）



男子個人試合 ６６㎏級

優勝 仁田 隆一（大 牟 田）

２位 間 盛裕（沖 学 園）

３位 宮之原 凌樹（八幡工業）

４位 望月 秀人（修 猷 館）

仁田 隆一（大 牟 田）２

髙口 悠志（嘉 穂）１

森江 康樹（真 颯 館）３

上口 徹也（福岡舞鶴）２

髙口 晋之介（嘉 穂）３

高田 匡志（祐 誠）３

望月 秀人（修 猷 館）３

久保 裕耶（八幡工業）３

間 盛裕（沖 学 園）３

添田 航平（東 筑）３

村崎 匠（飯 塚）２

平 靖秀（八 女）２

宮之原 凌樹（八幡工業）３

井上 凜太朗（東海大五）３

池上 猛（大 牟 田）３

花田 瑛（稲築志耕館）２

＜三位決定戦＞

望月 秀人（修 猷 館）

宮之原 凌樹（八幡工業）



男子個人試合 ７３㎏級

優勝 肥後 将之（南 筑）

２位 石坂 翔平（北 筑）

３位 阿部 秀平（嘉 穂）

４位 加藤 諭己（福岡工業）

德田 槙之介（大 牟 田）３

時川 修弥（鞍手竜徳）１

村田 智宏（九州産業）３

石坂 翔平（北 筑）３

阿部 秀平（嘉 穂）２

谷本 将真（南 筑）３

中村 祐太（八幡工業）３

林 和則（福大大濠）１

大江 秀和（東 筑）３

加藤 諭己（福岡工業）２

蔵留 功基（飯 塚）１

栗木 貴弘（明 善）３

宮原 宏樹（沖 学 園）３

前田 祐哉（北 筑）３

肥後 将之（南 筑）３

髙野 啓太（直 方）２

＜三位決定戦＞

阿部 秀平（嘉 穂）

加藤 諭己（福岡工業）



男子個人試合 ８１㎏級

優勝 中園 史寛（東海大付第五）

２位 竹浦 健（福岡大附大濠）

３位 田嶋 伸平（久留米商業）

４位 大石 優希（西日本短大附）

中園 史寛（東海大五）２

宮竹 良尚（東 筑）３

田崎 雅也（嘉 穂）１

佐藤 正大（大 牟 田）１

隈本 華行（九国大付）２

綾部 大佑（東海大五）２

田嶋 伸平（久留米商）３

柳武 宏明（嘉 穂）１

大石 優希（西短大附）３

久保山 勇樹（嘉 穂）１

山本 侃寿（九国大付）３

宿輪 充（福大大濠）２

坂口 卓郎（飯 塚）３

大山 顕士朗（朝 倉 東）３

竹浦 健（福大大濠）３

原 祥也（九国大付）２

＜三位決定戦＞

田嶋 伸平（久留米商）

大石 優希（西短大附）



男子個人試合 ９０㎏級

優勝 小清水 篤史（大 牟 田）

２位 山本 大士（大 牟 田）

３位 進藤 一馬（福岡工業）

４位 加地 拓也（沖 学 園）

小清水 篤史（大 牟 田）３

上野 桂輔（九国大付）３

荒木 菖利（福大大濠）２

服部 元気（嘉 穂）２

市岡 政斗（九国大付）２

上迫 祐治（西短大附）２

阿部 雄太（嘉 穂）３

加地 拓也（沖 学 園）３

秋元 大気（嘉 穂）３

塩井 涼（東海大五）３

高田 隆司（東 筑）２

山本 大士（大 牟 田）３

進藤 一馬（福岡工業）２

小柳 紀幸（稲築志耕館）２

佐藤 翔平（西短大附）２

桂口 賢太（小 倉）２

＜三位決定戦＞

加地 拓也（沖 学 園）

進藤 一馬（福岡工業）



男子個人試合 １００㎏級

優勝 堀内 翔太（嘉 穂）

２位 武内 翔吾（大 牟 田）

３位 山本 聖也（東 福 岡）

４位 小路 明寛（嘉 穂）

堀内 翔太（嘉 穂）３

中野 祐太（豊国学園）３

山崎 悠暉（福大大濠）３

池田 政樹（西短大附）３

谷村 健悟（八幡工業）３

小路 明寛（嘉 穂）３

樋口 克尚（朝 倉）３

田邊 悠司（福大大濠）３

武内 翔吾（大 牟 田）２

高松 秀治（東海大五）３

大石 勇二（豊国学園）２

礒部 雄介（嘉 穂）３

山本 聖也（東 福 岡）３

山田 史也（南 筑）２

沖永 卓典（嘉 穂）２

奥田 暁郁（九国大付）２

＜三位決定戦＞

小路 明寛（嘉 穂）

山本 聖也（東 福 岡）



男子個人試合 １００㎏超級

優勝 大山 裕太（嘉 穂）

２位 赤司 竜也（西日本短大附）

３位 那須 喜樹（東海大付第五）

４位 西谷 諒史（福岡大附大濠）

大山 裕太（嘉 穂）３

三串 渉（豊国学園）２

梅崎 雄太郎（大 牟 田）２

黒岩 貴信（福大大濠）２

岩元 駿介（小 倉）３

奥水 健一（嘉 穂）１

那須 喜樹（東海大五）２

中島 陵太（大 牟 田）２

西谷 諒史（福大大濠）３

大津 靖（西短大附）２

菅谷 義仁（真 颯 館）２

田淵 圭太（嘉 穂）２

赤司 竜也（西短大附）３

黒河内 文也（東 福 岡）２

阿世賀 亮（嘉 穂）３

酒井 宏徳（若 松）２

＜三位決定戦＞

那須 喜樹（東海大五）

西谷 諒史（福大大濠）



女子個人試合 ４８㎏級

優勝 西島 美保（南 筑）

２位 伊藤 絵理奈（沖 学 園）

３位 七田 めぐみ（香 椎）

４位 中島 恵理（久留米商業）

西島 美保（南 筑）３

筒井 愛（福岡工業）２

森江 奈津子（八幡工業）１

里村 幸代（福工大城東）３

梅川 莉緒（稲築志耕館）１

中島 恵理（久留米商）２

杉本 美香（沖 学 園）１

渡邊 麗奈（九国大付）３

伊藤 絵理奈（沖 学 園）３

大塚 桃代（久留米商）２

千々和 明希（東 筑）３

平田 光（南 筑）３

細田 小麦（八 幡）２

濱田 侑実（筑 紫 台）２

古賀 麻理奈（南 筑）３

七田 めぐみ（香 椎）３

＜三位決定戦＞

中島 恵理（久留米商）

七田 めぐみ（香 椎）



女子個人試合 ５２㎏級

優勝 西 杏菜（福岡舞鶴）

２位 黒田 夏未（南 筑）

３位 江川 瞳（八 幡）

４位 永尾 早紀（久留米商業）

江川 瞳（八 幡）３

林 利奈（修 猷 館）２

竹山 加菜（南 筑）２

藤原 加奈（沖 学 園）３

石原 亜紀（嘉 穂）２

谷岡 あかね（東 筑）２

脇田 梨紗子（福工大城東）２

黒田 夏未（南 筑）３

西 杏菜（福岡舞鶴）３

福嶋 晴那（南 筑）３

奥村 里沙（飯 塚）１

永井 愛理（九国大付）２

永尾 早紀（久留米商）３

松本 歩（沖 学 園）２

田中 千暁（敬 愛）２

山尾 優里（福岡工業）３

＜三位決定戦＞

江川 瞳（八 幡）

永尾 早紀（久留米商）



女子個人試合 ５７㎏級

優勝 難波 英里（敬 愛）

２位 水野 沙那（八幡工業）

３位 西 梨里（沖 学 園）

４位 池崎 千尋（南 筑）

江崎 文香（久留米商）３

飯伏 千尋（沖 学 園）３

西 梨里（沖 学 園）３

福島 香織（九国大付）３

石川 なるみ（嘉 穂）１

生野 成瑠子（朝 倉）２

難波 英里（敬 愛）３

倉吉 めぐみ（福岡舞鶴）３

水野 沙那（八幡工業）３

原田 奈々美（福岡舞鶴）２

村上 真紀（西 田 川）１

井上 美咲（南 筑）２

田坂 冴（修 猷 館）１

諸岡 由佳理（若 松）３

池崎 千尋（南 筑）３

瀧藪 恵美子（福岡工業）３

＜三位決定戦＞

西 梨里（沖 学 園）

池崎 千尋（南 筑）



女子個人試合 ６３㎏級

優勝 木村 輝美（敬 愛）

２位 難波 実里（敬 愛）

３位 木村 清恵（敬 愛）

４位 岡 一姫（南 筑）

木村 輝美（敬 愛）３

大村 美紀（福岡舞鶴）２

田子森 麻希（朝 倉 東）３

水上 真里（沖 学 園）３

田中 若菜（嘉 穂）１

木村 清恵（敬 愛）１

相良 美咲（福工大城東）３

松尾 舞花（西短大附）１

城野 梢（福岡舞鶴）３

岡 一姫（南 筑）３

光安 英佳（嘉 穂）３

内山 由惟（敬 愛）１

馬場 早苗（久留米商）２

山本 真以（沖 学 園）３

難波 実里（敬 愛）２

長畑 喜恵（稲築志耕館）２

＜三位決定戦＞

木村 清恵（敬 愛）

岡 一姫（南 筑）



女子個人試合 ７０㎏級

優勝 結城 久美子（敬 愛）

２位 宮原 美幸（福岡舞鶴）

３位 宇野 友紀子（南 筑）

４位 阿世賀 由希（嘉 穂）

結城 久美子（敬 愛）３

井手 希衣（玄 洋）３

富松 桃世（三 井）２

永嶋 千純（沖 学 園）２

宇野 友紀子（南 筑）１

梅田 千裕（糸 島）３

田中 アリサ（福工大城東）３

廣瀬 成美（九国大付）１

宮原 美幸（福岡舞鶴）３

小田部 夏子（修 猷 館）１

川崎 美涼（西短大附）２

中村 翠奈（中 間）３

阿世賀 由希（嘉 穂）２

竹村 春菜（修 猷 館）２

川野 里沙子（敬 愛）１

佐々木 えりな（三 井）１

＜三位決定戦＞

宇野 友紀子（南 筑）

阿世賀 由希（嘉 穂）



女子個人試合 ７８㎏級

優勝 濵砂 香澄（敬 愛）

２位 増田 早矢花（八幡工業）

３位 川本 真緒（敬 愛）

４位 西田 未来（敬 愛）

増田 早矢花（八幡工業）３

下條 綾華（福工大城東）２

樋口 夏生（朝倉光陽）３

濱地 奈緒（福岡工業）２

野依 史乃（八 幡）２

日野 恵美香（浮羽究真館）２

川本 真緒（敬 愛）２

矢野 みちる（南 筑）２

西田 未来（敬 愛）１

中野 亜美（香 椎）２

須藤 美希（福岡舞鶴）３

高原 耶織（香 椎）１

濵砂 香澄（敬 愛）３

戸田 翔子（須 恵）２

＜三位決定戦＞

川本 真緒（敬 愛）

西田 未来（敬 愛）



女子個人試合 ７８㎏超級

優勝 山尾 百合（敬 愛）

２位 谷藤 麻衣（敬 愛）

３位 森山 直美（福工大附城東）

４位 園田 梨乃（沖 学 園）

森山 直美（福工大城東）３

池松 紗弥子（明 善）３

畑村 愛恵（敬 愛）１

長畑 喜子（稲築志耕館）１

中村 菜見子（香椎工業）１

谷藤 麻衣（敬 愛）２

熊谷 優美（南 筑）１

山尾 百合（敬 愛）３

立石 一美（九産大九産）２

空閑 明日香（三 井）１

日高 雪美（福工大城東）３

中嶋 真子（西短大附）２

園田 梨乃（沖 学 園）３

楢原 朝美（福工大城東）３

須本 由岐（八 幡）１

＜三位決定戦＞

森山 直美（福工大城東）

園田 梨乃（沖 学 園）




