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10/00[3:13]
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中島 （ 九州電力 ）

第48回全日本実業柔道個人選手権大会
(2018年8月25日～8月26日　ベイコム総合体育館)

男子22歳未満

1. ○ 大西 （ 東レ ）

大腰
10/00[0:30]

技あり（内股すかし）

01S1/00[4:00]
不戦勝

技あり（背負投）
01S1/00[4:00]

体落
11/00S2[3:18]

袈裟固
10/00[1:45]小外掛

00/10[0:18]

イビネワカ（ 東建大 ）

上四方固
10/00[1:35]

2. 高橋 （新日鐵住金君津）

3. 荒木 （ 了德寺学園 ）

4. 白田 （セントラル警備保障）

5. 首藤 （米田柔整専門学校）

6. 内海 （ユーエスシー）

7.

土屋 （ 東レ岡崎 ）

8. 吉原 （ ＪＲ九州 ）

9. 矢野 （新日鐵住金大分）

10.

11. 熊橋 （京都医健専門学校）

12. 今井 （アドヴィックス）

13. 佐藤 （ 戸髙鉱業社 ）

14. 平松 （ 了德寺学園 ）

15. 中込 （新日鐵住金君津）

16. 森 （アドヴィックス）

17. 嶌田 （ 戸髙鉱業社 ）

18. 藤村 （ ダイコロ ）

19. 鎌倉 （新日鐵住金大分）

20. 岩崎 （ＯＧＡＷＡ警備）

23.

三澤 （ 吉川工業 ）

24. 岡村 （セコム上信越）

21. 仙田 （米田柔整専門学校）

22.

25. 山室 （トヨタ自動車）

26. 上野 （ 了德寺学園 ）

新日鐵住金大分）

27. 吉村 （ 安川電機 ）

28. 木下 （赤穂ＹＡＷＡＲＡクラブ）

29. 明石 （
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10/00[1:39]

払巻込	
00/10[0:41]	

00/10[0:50]
技あり（袖釣込腰）
00S2/01S1[4:00]

合せ技
10/00S1[1:29]

不戦勝

横四方固
00S2/10S1[3:13]

合せ技

合せ技
00S2/10S1[3:33]

不戦勝

支釣込足
00S2/10S2[5:02]

縦四方固
01/10[2:10]

合せ技

00/10[1:53]

背負投
00S2/10S2[6:23]大内刈

10/00[0:35]
大内返

抱分
10/00S1[0:47]

00S1/10S1[2:51]

10/00S2[3:59]
反則負け

00S3/10S2[4:51]

合せ技
00/10[0:36]

合せ技
00S1/10[1:46]

払腰
00/10[0:31]

払巻込

反則負け
00S3/10[4:54]

合せ技
10/00[1:20]

小外掛
00/10[0:08]

支釣込足

裸絞

合せ技

00S1/10S1[1:44]

10S1/00[3:45]

払腰
00/10[0:13]

00/10[0:29]

隅返

不戦勝
30. ○ 筒井 （ 了德寺学園 ）

亀崎 （

菊地 （

）

32. 佐々木（新日鐵住金君津）

一瀬 （ 東レ岡崎 ）

前山 （ ダイコロ31.

33.

）

佐藤 （ クラレ岡山 ）

36. 北條 （ 福岡刑務所 ）

34. 横田 （京都医健専門学校

35.

）

38. 市東 （セコム上信越）

織田 （トヨタ自動車）

37. 小路 （ 戸髙鉱業社

アドヴィックス）

39.

多田 （千葉市消防局）

40.

41.

了德寺学園 ）

泉 （ 日亜化学 ）

44. 平山 （新日鐵住金大分）

43.

42.

山村 （アドヴィックス）45.

46. 江田 （はっとり鍼灸接骨院）

松沢 （立花学園柔道クラブ）47.

48. 原田 （新日鐵住金大分）

山本 （三菱重工名古屋）49.

50. 竹下 （ 了德寺学園 ）

51. 吉良 （ 戸髙鉱業社 ）

52. 本多 （米田柔整専門学校）

53. 千葉 （ 東レ名古屋 ）

54. 呉屋 （ 東建大 ）

55. 山口 （ デンソー ）

（ 高宮接骨院 ）59. 石川

57. 岩瀬 （セントラル警備保障）

58. 永松 （新日鐵住金君津）

56. 羽下 （セコム上信越）
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