
平成24年度
東京学生柔道体重別選手権大会

(男子31回　女子28回)

国士舘大学 佐藤 雄哉 1 81㎏級
代表枠 14

41 片岡 仁 日本大学

亜細亜大学 関 岳大 2 42 出口 賢斗 立教大学

東洋大学 山本 彬稔 3 43 高田 博文 順天堂大学
8-18

8-17 8-33

8-34

8-578-49

三井 大輔 青山学院大学

拓殖大学 松山 昇仁 6 46 金田一 麟平 東京大学

東京経済大学 飯田 匡則 5 8-65 8-69 45
8-98-1

成蹊大学 片山 海斗 4 44 和田 龍馬 成蹊大学

國學院大学 糸井 滉平 7 47 小林 巧 東京農業大学
8-19 8-35

8-588-50

明治大学 野口 尚 9 49 新藤 嘉樹 慶應義塾大学
8-108-2

8-20 8-36
立教大学 小林 剛史 8 48 多田 一輝 國學院大学

帝京大学 野田 元 11 51 遠江 幸佑 東洋大学
8-378-21

8-798-77
法政大学 河田 知足 10 50 佐藤 一徳 上智大学

青山学院大学 生田目 史也 14 54 森 孝臣 創価大学

東海大学 竹 秀和 13 53 前田 康貴 東京工業大学
8-388-22

8-598-51
学習院大学 坂本 晃輝 12 52 福田 嵐 立正大学

堀 敦登 早稲田大学
8-408-24

8-23 8-39

8-608-52

東京学芸大学 上野 弦矢 15 55 山下 大輔 明治大学
8-66 8-70

順天堂大学 横田 一仁 16 56 三苫 亮人 中央大学

8-118-3

中央大学 角田 洋介 20 60 手嶋 将太郎 国士舘大学
8-4 8-12

慶應義塾大学 辻 卓也 17 57 齊藤 健太 拓殖大学

東京理科大学 真鍋 佳久 19 59 藤本 拓 帝京科学大学

大東文化大学 篠原 参上 18 58

帝京大学 福田 天祐 22 62 大山 貴弘 亜細亜大学
8-418-25

8-618-53

8-83 8-84
4-78

東海大学 山邊 章平 21 61 藤本 英謙 明治大学

帝京科学大学 松尾 直洋 24 64 椎塚 友介 駒澤大学

8-67 8-71明治学院大学 清水 真吾 25 65 後藤 大夢 国士舘大学
8-138-5

8-26 8-42
東京有明医療大学 矢永 元宣 23 63 吉川 糧 大東文化大学

日本体育大学 豊田 純 26 66 石山 洋輔 法政大学

亜細亜大学 宮部 工 28 68 福田 翔 東京有明医療大学

駒澤大学 荻原 克宏 27 67 佐藤 天 専修大学
8-438-27

8-628-54

國學院大学 國分 雅矢 29 69 渡邉 勇人 東海大学
8-148-6

8-28 8-44

中央大学 高杉 青 31 71 中川 裕喜 日本大学
8-29 8-45

8-808-78
大正大学 中澤 連 30 70 小池 毅 帝京大学

国士舘大学 金本 翔太 33 73 永峯 良祐 大正大学
8-468-30

8-638-55
玉川大学 渡邊 雅祥　 32 72 髙木 元 帝京科学大学

早稲田大学 吉原 大貴 35 75 ハン ガッポ 東京学芸大学8-68 8-72

東京工業大学 細田 万吉

8-7 8-15
創価大学 市園 光一 34 74 岸 拓美 武蔵大学

日本体育大学

東京大学 椿 知浩 38 78 酒井 豪 國學院大学

36 76 増田 陽次郎 青山学院大学

日本大学 大竹 一輝 37 77 後藤 忠将
8-478-31

8-648-56

東洋大学 青松 正樹 40 80 仁井 哲也 順天堂大学

明治大学 福田 渉 39 79 宮崎 裕伍 桜美林大学
8-8 8-16

8-32 8-48

糸井 滉平

代表決定戦
代表6

多田 一輝

野田 元 三苫 亮人

山邊 章平 後藤 大夢

8-758-73

大竹 一輝 後藤 忠将

野田 元 多田 一輝

山邊 章平 後藤 大夢

8-768-74

8-788-77


