
氏名 大学 氏名 大学 氏名 大学

1 竹内文汰 東海大学 1 橋口祐葵 明治大学 1 村上洋平 東海大学

2 藤坂泰恒 國學院大学 2 六車康宏 帝京科学大学 2 古賀颯人 日本体育大学

3 宮之原誠也 国士舘大学 3 奥田将基 日本大学 3 等々力義英 専修大学

4 古川凌 早稲田大学 4 佐藤恵夢 立教大学 4 川下寛斗 東洋大学

5 五味佳将 日本体育大学 5 西山祐貴 日本体育大学 5 伊藤悦輝 早稲田大学

6 上林航平 日本大学 6 浅利昌哉 東海大学 6 西園航太 明治大学

7 満田和総 國學院大学 7 中川直治 國學院大学 7 小野翼 東海大学

8 鈴木貴也 帝京科学大学 8 日野賢明 日本大学 8 島田隆志郎 國學院大学

9 杉本大虎 日本体育大学 9 渡邊風吹 東海大学 9 細木智樹 国士舘大学

10 中島雄大 創価大学 10 石澤佳斗 法政大学 10 山村佳輝 立教大学

11 平沼大和 中央大学 11 正木垂穂 帝京科学大学 11 吉田優平 東海大学

12 齋藤太成 東洋大学 12 佐藤裕介 日本大学 12 佐藤弘一 創価大学

13 平原佑多 東洋大学 13 小野剛志 帝京科学大学 13 高梨優也 東海大学

推薦 青木大 日本体育大学 14 高橋龍大朗 早稲田大学 14 坂東篤 日本大学

推薦 林浩平 国士舘大学 15 水野隆介 明治大学 15 竹中英士 東海大学

16 小田桐誠 大正大学 16 長瀬陸 帝京大学

推薦 藤阪太郎 国士舘大学 推薦 福岡克仁 日本大学

推薦 磯田範仁 国士舘大学

氏名 大学 氏名 大学 氏名 大学

1 宮田裕三 法政大学 1 向翔一郎 日本大学 1 安達裕助 日本大学

2 山口哲平 帝京科学大学 2 前田宗哉 東海大学 2 寺尾拓真 国士舘大学

3 岩本一将 日本体育大学 3 西本幸弥 東海大学 3 川田修平 明治大学

4 山下恭平 日本大学 4 青木雅道 日本大学 4 河端祥也 東海大学

5 釘丸翔太 国士舘大学 5 野々内悠真 明治大学 5 吉良儀城 国士舘大学

6 小林拓史 武蔵大学 6 吉原大智 中央大学 6 三村暁之 明治大学

7 村山辰巳 日本体育大学 7 二見省吾 國學院大学 7 安田圭吾 明治大学

8 藤岡将吾 東海大学 8 神鳥剛 明治大学 8 渡邊大樹 東海大学

9 細谷京亮 東洋大学 9 林孝樹 早稲田大学 9 岩崎恒紀 中央大学

10 秋吉俊太 東海大学 10 石塚康太郎 中央大学 10 ダニエルディッチェフ 日本大学

11 山田知輝 帝京科学大学 11 横田雄斗 国士舘大学 11 石神大志 駒澤大学

12 船橋龍之介 国士舘大学 12 木下智貴 東洋大学 12 松村翼 日本体育大学

13 渕原慎一 日本体育大学 13 松垣渓太 順天堂大学 推薦 後藤隆太郎 慶應義塾大学

14 寺岡優太 大東文化大学 14 神尾啓太 國學院大学 推薦 ウルフアロン 東海大学

15 川端悠生 国士舘大学 15 岡村直哉 日本大学

16 立野宏輔 帝京科学大学 推薦 江畑丈夫 国士舘大学

推薦 佐藤正大 国士舘大学 推薦 古居頌悟 東海大学

推薦 小原拳哉 東海大学

氏名 大学

1 田中源太 明治大学

2 竹村昂大 国士舘大学

3 一色勇輝 日本大学

4 影浦心 東海大学

5 砂田勇登 国士舘大学

6 名垣浦佑太郎 明治大学

7 佐藤和哉 日本大学

8 尾崎央達 日本大学

9 萩原優太 日本大学

10 加藤翔弥 國學院大学

11 山﨑海 順天堂大学

12 片山大旗 国士舘大学

推薦 小川雄勢 明治大学

＋100kg（代表枠12）

60kg(代表枠13) 66kg（代表枠16）

平成28年度全日本学生柔道体重別選手権大会出場者一覧（男子）

73kg（代表枠16）

81kg（代表枠16） 90kg（代表枠15） 100kg（代表枠12）


