
福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会

平成30年10月13日

久留米商業

南　筑

三  井

明　善

女子団体戦

大牟田

三池工業

西日本短大附属

三　井

小　郡

久留米商業

久留米大附設

朝　倉

久留米アリーナ

男子団体戦

大牟田

朝倉光陽

南　筑



平尾　篤裕 三井

吉田　泰生 南筑

田中　大地 三池工業

松本　光國 西日本短大附属

井上　雄太 朝倉光陽

伏見　倫太郎 久留米大附設

貞苅  陽生 西日本短大附属

野中　匠 明善

　井上　晴陽 三井

佐々木　健竜 久留米商業

安藤　裕真 南筑

村瀬　裕太 小郡

犬塚 大斗 大牟田

古賀　睦人 久留米大附設

　石松　朱璃 三井

中村　尭哉 南筑

宇都　輝 三池工業

上野　泰平 小郡

福山　祐基 輝翔館中等

前田　隆之介 朝倉

手嶋  瑛司 西日本短大附属

武藤　匡紀 久留米大附設

江口　雄一 久留米大附設

島雄 聖隆 大牟田

原田　隼治 三池工業

下城　伶生 南筑

白石　真誠 三井

小木　大洋 小郡

福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会

平成30年10月14日

久留米アリーナ

男子個人戦60Kg級

中島  瑞貴 西日本短大附属



福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会

橋本　唯我 朝倉

光岡 岳人 大牟田

秋吉　雄太　 南筑

永留　惇平 三井

飯田 健斗 大牟田

黒石  直稀 西日本短大附属

田中　青空 三池工業

猿本　爽人 小郡

山口  愛斗 西日本短大附属

塚本　晃生 三井

岩下　忠司 三井

森 透剛 大牟田

立石　悠馬 南筑

鬼塚　大地 西日本短大附属

大澤　亮哉 朝倉光陽

仁田原 冠汰 大牟田

谷村　瞭介 小郡

　信國　隼太郎 三井

平成30年10月14日

久留米アリーナ

男子個人戦66Kg級

川口桜次郎 西日本短大附属



熊谷 一起 大牟田

加藤　大翔 久留米商業

安斎　匠海 三井

水城　昭吾 南筑

山城　涼雅 西日本短大附属

小野 凛 大牟田

平山　瑠晟 朝倉

平川 颯真 大牟田

長谷川龍聖 久留米商業

藤田　海斗 南筑

竹家　朋希 西日本短大附属

松隈　貴史 小郡

小松　千里 三井

男子個人戦８１Kg級

竹市 大祐 大牟田

18 野本　頼 久留米商業

19 出口　優斗 西日本短大附属

16 松本　真空 久留米大附設

17 田中　丈也 小郡

14 飯田　健介 南筑

15 平田琉希也 大牟田

12 大城　吉平　 朝倉

13 古賀　修樹 三池工業

10 牧園 慶 大牟田

11 北島　永識 久留米商業

8 大谷　崚人 明善

9 日野 敬史 大牟田

6 山城  悠雅 西日本短大附属

7 古賀　勇樹 三池工業

4 則松　海陸 三井

5 坂本　大河 久留米商業

2 宮地　恒吉 南筑

3 上ノ町空暉 小郡

福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会

平成30年10月14日

久留米アリーナ

男子個人戦７３Kg級

1 田中 裕大 大牟田



渡辺　壮 朝倉

廣吉 弘樹 大牟田

石本慎太郎 大牟田

植木　琢嘉 祐誠

菊竹　怜和 久留米商業

坂田　裕規 小郡

中村　将豪 輝翔館中等

ディビリア　ギルバート 南筑

大山　延修 朝倉

田中 健也 大牟田

男子個人戦100Kg級

森 健心 大牟田

角田　成哉 朝倉光陽

高崎　楓馬 西日本短大附属

浦田康士朗 大牟田

森川　征那 三井

瀬口　遼 三池工業

山下　侑輝 三井

井手　湖舶 久留米商業

松尾 伊織 大牟田

岡部　友郎 西日本短大附属

沖 健太 大牟田

久留米アリーナ
男子個人戦９０Kg級

大槻 大志 大牟田

大倉　一誠 南筑

福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会
平成30年10月14日



福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選大会

平成30年10月14日

久留米アリーナ

久保田 皓晴 大牟田

田畑　隆門 西日本短大附属

安藤　志歩 久留米大附設

原田　望斗 朝倉光陽

中武 勇人 大牟田

山田　大翔 西日本短大附属

久保田　悠也 西日本短大附属

吉田　恵 久留米大附設

福田日向太 大牟田

男子個人戦100Kg超級

服部 大喜 大牟田

田辺　直樹 朝倉光陽



福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会
平成30年10月14日
久留米アリーナ

女子個人戦48Kg級

女子個人戦57Kg級

女子個人戦63Kg級

古賀　沙耶 三井

寺本 安生莉 大牟田

山本　佳奈 久留米商業

山田　樹奈 三井

則松　美空 三井

立石 寿々子 大牟田

山口 葵良梨 大牟田

中島　亜依奈 三井

黒岩　杏奈 久留米商業

原田 愛子 大牟田

神﨑　由依 明善

原口　結 南筑

久保田 稀己 大牟田

奥山　由佳 小郡

井上　月 西日本短大附属

寺本 佳伊梨 大牟田

中村友羽子 久留米商業

中嶋　涼葉 南筑

女子個人戦52Kg級

平川 葉月 大牟田

中嶋　桜子 明善

丸山　さやか 南筑

角　花里菜 輝翔館中等

白水あゆみ 久留米商業

古賀　若菜 南筑



福岡県高等学校柔道新人大会南部ブロック予選会
平成30年10月14日

久留米アリーナ

女子個人戦７８Kg超級

大久保　桜咲 南筑

千種　杏奈 久留米商業

田中　怜奈 大牟田

女子個人戦70Kg級

梅野　深冬 南　筑

女子個人戦78Kg級

森 心晴 大牟田


