
反則負け
00/11[0:28]

不戦勝

10/00[0:45]

合せ技
10/00S1[2:34]

腕挫十字固

10/00[1:16]
腕挫十字固

縦四方固
10S1/00S1[1:24] 反則負け

10S1/00S3[3:53]
合せ技

00S1/10[1:43]背負投
00/10[0:16]

00/10[2:57]不戦勝

縦四方固
00/10[0:59]

不戦勝

払腰
00/10S1[1:26]

体落
00S1/11S1[3:52] 反則負け

10/00S3[5:05]

00/10[2:19]

10S1/00S1[1:53]
合せ技

00S3/10S2[7:02]上四方固

00S1/10[2:08]

00/10[1:10]

裸絞
00/11[1:27]

腕挫十字固
00/10[0:32] 内股

縦四方固
00/10[1:10]

合せ技
10S1/00S1[3:06]

合せ技
10/00S2[3:45]

反則負け

合せ技

肩固
10/00[2:20]

技あり（背負投）
01/00S2[4:00] 大外刈

肩固
00/10[5:33]

10/00[0:26]
内股

合せ技

10/00S1[3:34]

10/00[0:10]

木戸　清孝（天理大学クラブ）
第２位 髙上　智史（旭化成）
第３位 橋口　祐葵（パーク２４）
第３位 浅利　昌哉（ＡＬＳＯＫ）

袖釣込腰

背負投
10/00S1[2:53]技あり（払腰返）

01S2/00S2[4:00]

優　勝

技あり（巴投）
01/00[4:00]

10/00S1[1:56]
背負投

反則負け
10S2/00S3[3:38]

背負投
10/00S1[1:07]

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66kg級

（ パーク２４ ）

2. 今井 （金沢学院クラブ）

3. 清政 （ ダイコロ ）

1. ○ Ⓚ 橋口

4. 山﨑 （修盟館総本部道場）

5. 齋藤 （松前柔道クラブ）

6. 松本 （ ホンダ熊本 ）

7. 竹中 （ 東レ ）

8.

長尾 （ 東レ名古屋 ）

9. 比嘉 （ 伊志嶺商会 ）

10. 近藤 （豊田自動織機）

11. 小野 （アドヴィックス）

12. 竹下 （鹿児島情報クラブ）

13. 松田 （喜連川社会復帰促進センター）

14. 植田 （山陽セフティ）

15. 安井 （ 満洋丸 ）

16. 藤沢 （名古屋刑務所）

17. 大谷 （ 大阪ガス ）

18. 鈴木 （まるや接骨院）

19. 北原 （ 吉田道場 ）

20. ○ Ⓚ 髙上 （ 旭化成 ）

21. 竹根 （新日鐵住金大分）

22. 田川 （ 東洋水産 ）

23. 古川 （和歌山柔栄会）

24. 山本 （ＶＩＬＬＡＧＥ）

25. 尾﨑 （ デンソー ）

26. 及川 （東日本旅客鉄道）

27. 橘 （ ＹＫＫ ）

28. 堀家 （ 協道会 ）

29. 八巻 （松前柔道クラブ）

30. 平井 （ 福岡拘置所 ）

31. 西川 （ 大阪ガス ）

32. 城間 （ 愛柔会 ）

野村 （井野整形外科・リハビリ・内科）

33. 丸山 （ ＫＪＣ ）

34. 光安 （豊田自動織機）

37. 堀部 （名古屋刑務所）

38.

増田 （三菱ケミカル）

35. 角町 （ ＡＬＳＯＫ ）

36.

39. 柴田 （大牟田クラブ）

66kg級　1／2



不戦勝55. 島 （ つくばユナイテッド柔道）

59. ○Ⓚ 髙市 （ 旭化成 ）

袖釣込腰
10/00S1[1:47]

技あり（背負投）
01S1/00S2[5:06]

技あり（背負投）
00S1/01S2[4:00]

背負投
00S1/10S1[3:08]

合せ技

一本背負投
10/00[0:36]

反則負け
00S3/10S2[9:29]反則負け

背負投
11/00S1[1:08]

一本背負投
00/10[1:22]

反則負け
10S1/00S3[3:59]

不戦勝

10/00[1:02]

大外刈
10/00S2[2:48]

10/00S1[1:36]
合せ技

00S3/10[4:00]
反則負け

10/00[0:34]
送襟絞

合せ技
00S1/10S1[4:00]

内股
11S1/00[2:49]

00S2/01S1[4:00]

上四方固
10S1/00S1[1:12]技あり（背負投）

01/00S2[4:00]

講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 出場資格決定戦（２名付与）

小池 （笑顔道整骨院グループ）

76. 小寺 （ 東レ名古屋 ）

77. （

技あり（内股）

10/00[1:52]

合せ技
00/10[1:29]

背負投
10/00[0:49]

縦四方固
00/10[3:02]

合せ技

合せ技
10S1/00[2:24] 腕挫十字固

10/00[1:57]
体落

00/10[0:31]一本背負投
00/10[0:09]

不戦勝

00/10[0:12]
袖釣込腰

反則負け
10S1/01S3[2:33]

裏投
00S1/10[3:53]不戦勝

10/00S1[2:06]
合せ技

技あり（背負投）
00S2/01S1[4:00]

背負投
10/00[0:48]

袈裟固10S1/00S3[4:50]

不戦勝

合せ技
10/00[3:25]

○：シード　Ⓚ：講道館杯出場資格有

中川40. ○ （ 金沢刑務所 ）

42. 平岡

浅利

47. 今川

45.

46.

41. 林 （R＆S Academy）

44. 西 （ 大阪ガス ）

（山陽セフティ）

43. 村上 （川越少年刑務所）

（ ＡＬＳＯＫ ）

田宮 （ 岐阜市役所 ）

（ 岐阜刑務所 ）

湯河 （和歌山柔栄会）

49. 石内 （ エイチアイ ）

48.

（豊田自動織機）

51. 山口 （ 赤穂ＹＡＷＡＲＡクラブ）

相川50.

（松前柔道クラブ）

53. 伊丹 （ともえ産業情報柔道クラブ）

雨宮52.

（ 協道会 ）

55. 島 （ つくばユナイテッド柔道）

54. 渡邉

（ ＭＴＪ ）

57. 中田 （関西医療学園）

56. 小林

喜多 （ 大阪ガス ）

59. ○Ⓚ 髙市 （ 旭化成 ）

58.

60. 竪山 （鹿児島情報クラブ）

61. 塚田 （名古屋刑務所）

62. 石本 （豊田自動織機）

63. 川上 （ デンソー ）

64. 阿部 （東北青葉柔道クラブ）

65. 加藤 （ ＫＪＣ ）

66. 高橋 （ 京阪ＪＣ ）

67. 中野 （ 満洋丸 ）

68. 布施 （ 瀬田柔道会 ）

69. 木戸 （天理大学クラブ）

70. 阿部 （ ダイコロ ）

71. 鬼木 （岡崎医療刑務所）

72. 中山 （ 大阪ガス ）

73. 花川 （スポーツひのまるキッズ協会）

74. 徳田 （ 帝京科学大学柔道クラブ）

75. 北村 （ 日本生命 ）

10S1/00S2[3:09]

39. 柴田 （大牟田クラブ）

衆議院柔道部）

78.

）名古屋刑務所（藤沢16.

榎本

66kg級　2／2


