
3 黒田　蓮 豊国

4 田中　蒼人 八幡工業

６０㎏級

1 友田　雄太 若松

2 古田　陸斗 北九州高専

北筑

6 毛谷村　朱里 九国付

7 松葉　佑弥 育徳館

5 林　和輝

8 中川　義貴 真颯館

9 矢羽田　達也 東筑

10 中西　晟羅 八幡工業

11 吉岡　智海 八幡工業

12 森　亮太郎 若松

13 白石　雄大 育徳館

14 馬場　健太 京都

15 福島　雅陸 戸畑工業

16 真鍋　怜 八幡工業

17 佐藤　大輝 東筑

20 林　大輝 豊国

３位決定

18 小川　稜 九国付

19 増田　譲 若松



3 筬島　荘一朗 東筑　

4 山下　涼太 若松

６６㎏級

1 廣田　翔琉 八幡工業

2 永野　滉珠 育徳館

豊国

6 永田　龍太郎 八幡工業

7 塚崎　大介 豊国

5 久保田　蓮太郎

8 若山　渉 京都

9 秋葉　洋太 九国付

10 赤迫　健太 自由ヶ丘

11 大島　充也 北筑

12 緒方　勲 若松

13 立花　拓也 八幡

14 佐藤　功責 八幡工業

15 檜垣　航 戸畑

16 山路　大河 豊国

17 藤本　拓人 東筑紫学園

18 鬼木　夏波人 八幡工業

19 小河内　駿輝 北筑

３位決定

20 村枝　亮哉 豊国

21 恒松　賢昇 戸畑工業



3 小松　清一郎 苅田工業

4 小林　駿也 豊国

７３㎏級
1 石井　裕也 若松

2 丸田　零 京都

八幡工業

6 大久保　優 東筑紫学園

7 藤井　丈太朗 小倉

5 滝川　滉晟

8 須山　大幹 豊国

9 月原　景志郎 北筑

10 小田　充海 小倉

11 池　亮一郎 八幡工業

12 竹元　龍輝 戸畑工業

13 仲上　力玖 若松

14 恒成　祐仁 青豊

15 合田　謙斗 東筑　

16 中筋　美敦 八幡工業

17 小田　辰海 小倉

18 堀尾　侑紀 育徳館

19 熊野　朝陽 戸畑工業

20 木村　颯太 若松

21 岡　侑佑 豊国

22 柳本　裕武 東筑紫学園

23 岩崎　達也 北筑

24 島津　大輔 北筑

25 松隈　史恩 若松

26 高橋　雄 豊国

27 畑田　拓輝 真颯館

28 竹林　伸悟 小倉

29 中村　流輝 九国付

３位決定

30 汐井　篤志 苅田工業

31 日野　誠之 八幡工業



3 加藤　駿平 九国付

4 赤本　尚紀 八幡工業

８１㎏級

1 田上　人惇 八幡工業

2 樋口　憂一 豊国

5 野島　圭祐 若松

6 中野　海斗 豊国

7 日野　喜智 八幡工業

8 荒木　隆太郎 若松

9 野瀬　雄生 八幡工業

10 中西　優輔 若松

11 濱仲　勇希 九国付

1 井筒　大介 八幡工業

９０㎏級

2 佐瀬　陸 育徳館

3 清川　冬星 真颯館

八幡工業

4 米田　竜也 東筑紫学園

5 後藤　喜道 九国付

8 鈴木　勇斗 北筑

３位決定

３位決定

6 永里　虎誠 若松

7 大野　叶夢



小倉

木村　星哉 北九州高専

１００㎏級

１００㎏超級

1 梅本　涼 東筑

2 前田　靜輝 豊国

3 今浪　徳明

東筑

4 濵本　汰政

7 滿園　優真 若松

5

豊国

松永　翔 豊国6

３位決定

1 祐徳　辰弥 青豊

2 西原　善乃助 若松

3 廣底　毅一郎



1 西尾　果連 敬愛

2 原口　夏海 戸畑工業

1 藤本　彩月 敬愛

2 白川　いちか 東筑紫学園

3 松藤　蓮 八幡工業

4 幡手　綾 東筑紫学園

北筑

1 山田　美空 北筑

2

5 石川　ももな 若松

網内　唯衣 東筑紫学園

網内　沙耶香 若松

３位決定

３位決定

５２㎏級

3 吉元　望愛 敬愛

4 城戸　唯花

４８㎏級

３位決定

５７㎏級

3 原口　いずみ 東筑紫学園

4 正田　愛奈 若松

5



梶原　菜望妃 東筑紫学園

3 西村　美穂 敬愛

2

1 都留　麻瑞 敬愛

2 中溝　侑見 敬愛

3 坂本　亜美 北筑

1 多田　純菜 敬愛

中原　爽 敬愛1

６３㎏級

７８㎏超級

７８㎏級

７０㎏級

1 安藤　志津佳 敬愛



真颯館

東筑

八幡工業

苅田工業

男子団体

３位決定

戸畑工業

豊国学園

北筑

育徳館

九国大付

若松

東筑紫

小倉

５・６位決定

A C

B D



女子団体

敬　 愛

若　松

３位決定

東筑紫

北　筑


