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⑩ ⑫
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代表決定戦

①の敗者 ⑤の敗者
⑨

代表決定戦

代表5

⑪
②の敗者 ⑥の敗者

③の敗者 ⑦の敗者

創価大学 中島雄大 30 60 川北洋 創価大学

東京農業大学 上瀧郁哉 29 59 市村駿人 武蔵大学

27 57 重野颯人 拓殖大学

専修大学 川本雄大 28 58 月岡凌 二松学舎大学

武蔵大学 鈴木凛 26 56 加藤眞也 早稲田大学
④ ⑧

日本大学 芹沢翔哉

日本文化大学 吉田将望 25 55 鈴木貴也 帝京科学大学

順天堂大学 富塚康平 24 54 小野善樹 順天堂大学

早稲田大学 古川凌 23 53 枠谷逸平 日本体育大学

武蔵大学 林秀哉 22 52 清水佑二 学習院大学

東京有明医療大学 吉澤和仁 21 51 齋藤太成 東洋大学

19 49 滝沢就平 日本文化大学

国士舘大学 宮之原誠也 20 50 西川風万 明治大学

帝京科学大学 阿部将一郎 18 48 待鳥卓 東京工業大学
③ ⑦

日本体育大学 米村克麻

大正大学 森田大我 17 47 山本達彦 東海大学

明治大学 秋元浩樹 16 46 満田和総 國學院大学

東京工業大学 倉上拓真 15 45 加藤唯人 大東文化大学

青山学院大学 小椋海太 14 44 澁沢純 慶應義塾大学

12 42 飯室拓斗 大正大学

立正大学 千葉勇作 13 43 矢城健太 立教大学

創価大学 川崎正和 11 41 古屋翔 帝京科学大学
② ⑥

東洋大学 平原佑多

創価大学

駒澤大学 赤江一希 10 40 原田雄介 法政大学

8 38 上林航平 日本大学

大東文化大学 石川強太 9 39 黒葛野勇志

法政大学 松本英司 7 37 三浦虎大 武蔵大学

國學院大学 藤坂泰恒

35 菊地雅大 成蹊大学

日本体育大学 杉本大虎 6 36 松永雄太 東京有明医療大学

明治大学 羽田野航 4 34 平沼大和 中央大学

武蔵大学 山﨑和也 5

中央大学 小林大貴 3 33 寒川莞爾 東京工業大学
① ⑤

首都大学東京 志村綱太 2 32 野村尚希 東海大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 男子60kg級 【代表13名】

東海大学 竹内文汰 1 31 五味佳将 日本体育大学



83 中村大輝 東京農業大学

東京工業大学 畑島諒 41 82 萩上悠平 日本文化大学

慶應義塾大学 西村康佑 40 81 田中将哉 東京学芸大学

日本大学 日野賢明 39 80 佐藤諒 東京有明医療大学

37 78 高水大 東京経済大学

帝京科学大学 浦健斗 38 79 小田桐誠 大正大学

成城大学 平山嘉一 36 77 新井真言 成蹊大学

桜美林大学 林隆太郎

亜細亜大学 鈴木鋼之助 35 76 鈴木唯斗 駒澤大学

拓殖大学 林崇臣 34 75 徳山洋輔 学習院大学

成蹊大学 岩田樹弥 33 74 堤大輝 慶應義塾大学

駒澤大学 和田創太郎 32 73 水野隆介 明治大学

國學院大学 中川直治 31 72 高橋龍大朗 早稲田大学

上智大学 五十嵐大己 30 71 鈴木智之 東京工業大学

日本文化大学 金子成就 29 70 田口幸大 中央大学

学習院大学 高瀬尚一郎 28 69 中村僚汰 専修大学

國學院大学 泊耕大 27 68 依田頼文 上智大学

順天堂大学

東海大学 浅利昌哉 26 67 齋藤竣介 東海大学

東京理科大学 鳥飼陽平 25 66 広崎力

早稲田大学 中嶋颯 24 65 佐々木遊 東京理科大学

中央大学 池田健太郎 23 64 小野剛志 帝京科学大学

創価大学 三谷大輝 22 63 久家寛己 國學院大学

日本体育大学 西山祐貴 21 62 内山寛崇 国士舘大学

法政大学 平良隼人 20 61 竹部晃平 青山学院大学

國學院大学 小池隆幾 19 60 鈴木海渡 一橋大学

立教大学 佐藤恵夢 18 59 古川竜暉 拓殖大学

16 57 佐藤裕介 日本大学

東京理科大学 杉原崇文 17 58 高林健 大東文化大学

東洋大学 丸健二 15 56 田中誠也 日本体育大学

成蹊大学 玉川健志郎

専修大学 永岡樹 14 55 平間友基 駒澤大学

日本大学 奥田将基 13 54 宮崎一輝 東京理科大学

大東文化大学 竹村彰太 12 53 正木垂穂 帝京科学大学

東京学芸大学 丸山照昌 11 52 佐藤剛 國學院大学

順天堂大学 豊田憲 10 51 石澤佳斗 法政大学

東京経済大学 松崎陽太 9 50 丸田侑来 東洋大学

有吉千春 8 49 水谷将也 帝京大学

成城大学

帝京科学大学 六車康宏 7 48 黒葛野大輝 創価大学

一橋大学

46 佐々木海智 東京経済大学

大正大学 岩崎法生 6 47 波多野亮介

東京有明医療大学 野島秀介 4 45 山田貴大 順天堂大学

慶應義塾大学 齋藤渉 5

日本体育大学 谷口太三 3 44 花田舜平 学習院大学

帝京大学 狩山祐太郎 2 43 生田新 慶應義塾大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 男子66kg級 【代表16名】

明治大学 橋口祐葵 1 42 渡邊風吹 東海大学



87 中谷育人 二松学舎大学

法政大学 大中志津 43 86 長瀬陸 帝京大学

國學院大学 島田隆志郎 42 85 西誠斗 大正大学

明治学院大学 池田省吾 41 84 佐伯勇輝 成城大学

一橋大学 青木卓仁 40 83 工藤敦史 学習院大学

東京大学 小林徹也 39 82 田中聖也 東洋大学

80 町田大気 亜細亜大学

東京有明医療大学 矢永謙史郎 38 81 岩崎佑樹 大東文化大学

東洋大学 宮澤雄 36 79 飯島敦也 明治大学

日本体育大学 岡田大希 37

帝京科学大学 石岡裕樹 35 78 竹中英士 東海大学

東京農業大学 黒河文哉 34 77 郡司駿 中央大学

東海大学 小野翼 33 76 坂東篤 日本大学

慶應義塾大学 三觜修斗 32 75 天谷賢二 青山学院大学

桜美林大学 島田健一 31 74 木下将充 法政大学

上智大学 慶野雅哉 30 73 篠山友和 駒澤大学

創価大学 秋永憲秀 29 72 馬場聖也 一橋大学

明治大学 西園航太 28 71 加藤光哉 日本体育大学

専修大学 星野圭佑 27 70 矢吹雄太 国士舘大学

東京大学 松本悠志 26 69 渡辺大輝 慶應義塾大学

早稲田大学 伊藤悦輝 25 68 石貫壱聖 帝京科学大学

日本文化大学 渡辺昂 24 67 古跡進 東京大学

東京学芸大学 加藤聡志 23 66 高梨優也 東海大学

順天堂大学 渡邉剛志 22 65 石渡勇樹 東京経済大学

順天堂大学 須藤大生 21 64 辻敏宏 成蹊大学

東京大学 今野裕大 20 63 佐藤弘一 創価大学

大東文化大学 滝沢祐太 19 62 長岡龍未 上智大学

東洋大学 川下寛斗 18 61 椛澤尚樹 一橋大学

成城大学 原田勇大 17 60 下山和哉 中央大学

亜細亜大学 中村卓 16 59 志村大珠 順天堂大学

専修大学 等々力義英 15 58 牧野祐典 桜美林大学

明治大学 岩越健斗 14 57 土井康孝 帝京科学大学

学習院大学 久保田龍 13 56 阪田一真 東京大学

大正大学 伊藤天豊 12 55 吉田優平 東海大学

拓殖大学 水谷公 11 54 本田和也 立正大学

明治学院大学

桜美林大学 小手博文 10 53 山村佳輝 立教大学

8 51 三浦健太郎 國學院大学

日本体育大学 古賀颯人 9 52 塚田駿平

東京工業大学 氏家大祐 7 50 矢野雄大 早稲田大学

駒澤大学 富永達也

48 飛倉佑亮 専修大学

立教大学 青木佑馬 6 49 宮澤大 大東文化大学

帝京科学大学 横山綾亮 4 47 小田原洋夢 慶應義塾大学

早稲田大学 佐藤竜 5

国士舘大学 倉石陽成 3 46 明石将司 亜細亜大学

中央大学 佐藤光将 2 45 梅井大地 明治大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 男子73kg級 【代表16名】

東海大学 村上洋平 1 44 細木智樹 国士舘大学



73 木村隼人 大正大学

成蹊大学 櫻井雄介 36 72 立野宏輔 帝京科学大学

早稲田大学 浅賀慎太郎 35 71 村上衛 東京農業大学

東京理科大学 醍醐一貴 34 70 本田一将 帝京大学

東海大学 藤岡将吾 33 69 金田康太 順天堂大学

亜細亜大学 高見駿 32 68 成田翼 立教大学

専修大学 宮本翔平 31 67 川端悠生 国士舘大学

明治大学 新島毅之 30 66 右田翔磨 東京経済大学

東京大学 福島聖也 29 65 前濱忠大 日本大学

日本体育大学 村山辰巳 28 64 香川健吾 東海大学

立正大学 辻田雅光 27 63 坂本豪 立正大学

駒澤大学 古賀久貴 26 62 田宮悠太 拓殖大学

大正大学 田辺駿希 25 61 寺岡優太 大東文化大学

東京経済大学 早川智也 24 60 萩尚亮 一橋大学

武蔵大学 小林拓史 23 59 石坂拓也 駒澤大学

大東文化大学 倉本大悟 22 58 山本康生 明治大学

慶應義塾大学 大畠裕宜 21 57 下田将大 早稲田大学

首都大学東京 小村谷一毅 20 56 藤山大夢 専修大学

国士舘大学 釘丸翔太 19 55 渕原慎一 日本体育大学

日本大学 山下恭平 18 54 船橋龍之介 国士舘大学

創価大学 岡田美空也 17 53 福田宝 青山学院大学

東京学芸大学 岩田侑己 16 52 若松裕樹 創価大学

駒澤大学 山崎優介 15 51 松田和也 成蹊大学

順天堂大学 渡部達也 14 50 佐々木優太 日本大学

東洋大学 山本颯志 13 49 中村建太 法政大学

國學院大学 加藤宏輔 12 48 神保怜哉 大正大学

日本体育大学 岩本一将 11 47 白根秀一 二松学舎大学

東海大学

桜美林大学 木村光希 10 46 山田知輝 帝京科学大学

8 44 緒方丈 立正大学

立正大学 藤原宣義 9 45 秋吉俊太

明治学院大学 大貫明孝 7 43 端健生 中央大学

帝京科学大学 山口哲平

41 高野圭佑 首都大学東京

立教大学 堤英也 6 42 高木聡 東京有明医療大学

法政大学 宮田裕三 4 40 細谷京亮 東洋大学

拓殖大学 大野晃弘 5

東京工業大学 大谷昇 3 39 高安大弥 國學院大学

専修大学 前杢宏輝 2 38 真藤俊平 東京大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 男子81kg級 【代表 16名】

東海大学 尾方寿應 1 37 中上駿 早稲田大学



⑬の敗者 ⑭の敗者

⑩ ⑫
④の敗者 ⑧の敗者

⑨の敗者 ⑪の敗者
⑬ ⑭

⑩の敗者 ⑫の敗者

代表決定戦

①の敗者

代表決定戦

代表7

⑤の敗者
⑨ ⑪

②の敗者 ⑥の敗者

③の敗者 ⑦の敗者

武蔵大学 矢嶋兼吾 34 68 東優佑 日本文化大学

中央大学 石塚康太郎 33 67 畑谷大樹 拓殖大学

大東文化大学 井上源貴 32 66 星野陣 明治学院大学

30 64 岡村直哉 日本大学

法政大学 田北健太郎 31 65 河西仁 東京農業大学

亜細亜大学 鈴木魁人 29 63 神鳥剛 明治大学
④ ⑧

東洋大学 前田崚登

早稲田大学 田中大勝 28 62 中村拓夢 法政大学

東京有明医療大学 佐藤正毅 27 61 齋藤光星 早稲田大学

日本大学 青木雅道 26 60 北岡宏樹 日本体育大学

帝京大学 大畑征矢 25 59 池田大志 順天堂大学

駒澤大学 久村大悟 24 58 半渡賢太 日本大学

22 56 木下智貴 東洋大学

東海大学 西本幸弥 23 57 野地優太 中央大学

順天堂大学 松垣渓太 21 55 野内成哉 駒澤大学
③ ⑦

慶應義塾大学 角田裕佑

創価大学 熊谷勇飛 20 54 長田治親 慶應義塾大学

日本体育大学 岡田友徳 19 53 藤本秀明 創価大学

明治大学 鎌田嵩平 18 52 二見省吾 國學院大学

東京農業大学 久原力 17 51 木戸裕太郎 大東文化大学

明治学院大学 奥浜真弘 16 50 竹田有吾 拓殖大学

国士舘大学 菊池洵那 15 49 岡本竜斗 専修大学

13 47 吉原大智 中央大学

早稲田大学 林孝樹 14 48 四戸雄大 一橋大学

東海大学 前田宗哉 12 46 神尾啓太 國學院大学
② ⑥

中央大学 安井司

順天堂大学 新井輝 11 45 若松幹大 首都大学東京

明治大学 金山天地 10 44 佐伯夏海 法政大学

國學院大学 田村優樹 9 43 冨岡新 順天堂大学

渡部匠 8 42 東部雄大 日本体育大学

国士舘大学

東洋大学 山城太志 7 41 篠崎忠史 日本大学

帝京科学大学

白鳥力也 5 39 加藤宗士 成城大学

東京理科大学 及川大輝 6 40 横田雄斗

大正大学 鴇田健介 4 38 井上頌悠 慶應義塾大学
① ⑤

慶應義塾大学

拓殖大学 大鷹紳吾 3 37 川野義文 東海大学

専修大学 剱持雄大 2 36 樋口陽介 大正大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 男子90g級 【代表 15名】

日本大学 向翔一郎 1 35 野々内悠真 明治大学



④の敗者 ⑧の敗者

代表決定戦

①の敗者

代表決定戦
代表4

⑤の敗者

②の敗者 ⑥の敗者

③の敗者 ⑦の敗者

59 平元尚貴 東京理科大学

國學院大学 大瀧和 29 58 渡邊大樹 東海大学

専修大学 槌田竜也 28 57 清水優 大正大学

55 小田島重夫 慶應義塾大学
⑧

東京農業大学 秋山幸慶 27 56 後藤昌毅 中央大学

日本体育大学 松井海斗 25 54 遠藤速門 東京農業大学
④

桜美林大学 鳥越拓己 26

法政大学 橋谷田雄登 24 53 澁谷裕次郎 國學院大学

明治学院大学 菅原匠也 23 52 宮川嘉軌 国士舘大学

東海大学 河端祥也 22 51 薄井裕太 帝京大学

日本大学 ダニエルディッチェフ 21 50 大田和也 拓殖大学

順天堂大学 豊澤克真 20 49 安田圭吾 明治大学

47 松村翼 日本体育大学
⑦

東洋大学 横田捷悟 19 48 大井陽平 駒澤大学

拓殖大学 佐谷将人 17 46 山口智広 国士舘大学
③

国士舘大学 田崎健祐 18

中央大学 黒田悠正 16 45 圓山泰雄 早稲田大学

明治大学 川田修平 15 44 太田敬秀 立教大学

創価大学 安積太朗 14 43 寺田颯志 東洋大学

順天堂大学

大東文化大学 佐藤圭太 13 42 今田拳四郎 大東文化大学

11 40 藤平将 駒澤大学
⑥

東京農業大学 戸村伸一朗 12 41 任田匠吾

東京農業大学

慶應義塾大学 内山正志 10 39 三村暁之 明治大学
②

国士舘大学 寺尾拓真

8 37 熊田耕成 早稲田大学

早稲田大学 井上昂亮 9 38 渡邊優生

法政大学 佐藤翔平 7 36 阿部壮太郎 亜細亜大学

駒澤大学 石神大志

34 岩崎恒紀 中央大学

青山学院大学 岩城啓祐 6 35 西山将矢 専修大学

大正大学 鈴木達也 4 33 下村柔悟 日本大学

日本文化大学 山崎諒弥 5

國學院大学 寺島綾都 3 32 小室寛人 法政大学
① ⑤

日本体育大学 岩永修平 2 31 松谷鯉太郎 國學院大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 男子100g級 【代表 12名】

日本大学 安達裕助 1 30 吉良儀城 国士舘大学



②の敗者 ⑥の敗者

③の敗者 ⑦の敗者

④の敗者 ⑧の敗者

43 平野貴之 東海大学

代表決定戦

①の敗者 ⑤の敗者

代表決定戦

代表4

明治大学 児玉貢輔 21 42 中村圭佑 専修大学

40 五十嵐永一郎 明治大学
⑧

国士舘大学 安田隼人 20 41 片山大旗 国士舘大学

東海大学 影浦心 18 39 須藤響 東洋大学
④

國學院大学 加藤翔弥 19

大東文化大学 塚原雅也 17 38 尾崎央達 日本大学

日本大学 田中颯 16 37 佐藤和哉 日本大学

東京農業大学 宮部耕輔 15 36 熊谷和樹 東京農業大学

34 片山瑛介 駒澤大学
⑦

大正大学 宮下康平 14 35 小松基 拓殖大学

日本体育大学 樫村将伍 12 33 中島勇貴 日本体育大学
③

日本大学 一色勇輝 13

東京大学 田上創 11 32 中嶋剛志 日本大学

中央大学 石山蒔恩 10 31 松岡真 中央大学

創価大学 浅見貴哉 9 30 楠竜童 帝京大学

萩原優太 8 29 長谷川公輝 早稲田大学
⑥

国士舘大学 竹村昂大 7 28 佐藤晃寿 拓殖大学
②

日本大学

慶應義塾大学 中沢嵩史 6 27 名垣浦佑太郎 明治大学

順天堂大学

拓殖大学 水島竜次 5 26 桑崎涼輔 國學院大学

3 24 石坂翔斗 東京農業大学

東京農業大学 工藤秀徳 4 25 山﨑海

東洋大学 白井椋也 2 23 宮下優也 大正大学
① ⑤

早稲田大学 瀨川勇気

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 男子100kg超級 【代表 12名】

明治大学 田中源太 1 22 砂田勇登 国士舘大学


