
平成30年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 赤坂　洋輔 ｱｶｻｶ ﾖｳｽｹ 六段 警視庁下谷警察署 41歳
受 若菜　大介 ﾜｶﾅ ﾀﾞｲｽｹ 六段 警視庁向島警察署 39歳
取 冨澤　和英 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 七段 福井県警察 53歳
受 巻下　広史 ﾏｷｼﾀ ﾋﾛｼ 五段 富山刑務所 32歳
取 吉川　延寿 ﾖｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ 五段 大阪府警察池田警察署 35歳
受 北口　嘉一 ｷﾀｸﾞﾁ ｶｲﾁ 五段 大阪府旭警察署 34歳
取 柘植　久嗣 ﾂｹﾞ ﾋｻﾂｸﾞ 五段 米田柔整専門学校講師 42歳
受 神谷　昌利 ｶﾐﾔ ﾏｻﾄｼ 五段 米田柔整専門学校講師 45歳
取 山野　修 ﾔﾏﾉ ｵｻﾑ 五段 鹿児島市立坂元中学校 46歳
受 古賀　陽佑 ｺｶﾞ ﾖｳｽｹ 四段 鹿児島市立西陵中学校 30歳
取 金子　正太郎 ｶﾈｺ ｼｮｳﾀﾛｳ 三段 国際武道大学 22歳
受 関　浩之 ｾｷ ﾋﾛﾕｷ 二段 国際武道大学 21歳
取 鹿嶋　拓郎 ｶｼﾏ ﾀｸﾛｳ 四段 (株)シビル旭村上営業所 34歳
受 三浦　寛 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 五段 胎内市役所地域整備課 34歳
取 清水　勇一 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁ 五段 警視庁 35歳
受 鞭馬　裕輝 ﾑﾁﾏ ﾕｳｷ 五段 警視庁 35歳
取 松岡　熱 ﾏﾂｵｶ ｱﾂｼ 五段 島根県警察 33歳
受 宮川　辰巳 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀﾂﾐ 五段 島根県警察 41歳
取 岡田　拓也 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 二段 東亜外業(株) 29歳
受 花房　良祐 ﾊﾅﾌｻ ﾘｮｳｽｹ 二段 香川県高松土木事務所 27歳
取 本田　勝 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾙ 三段 函館少年刑務所 33歳
受 三原　学 ﾐﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 四段 函館少年刑務所 34歳
取 鹿野　真弘 ｼｶﾉ ﾏｻﾋﾛ 三段 キャノンメディカルシステムズ株式会社 40歳
受 加賀屋　信也 ｶｶﾞﾔ ｼﾝﾔ 四段 株式会社サンワ 40歳
取 坂本　道人 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾄ 六段 福岡大学教員 41歳
受 横山　喬之 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 五段 摂南大学教員 35歳
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平成30年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 中山　智史 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 五段 中山接骨院 40歳
受 林　　聖治 ﾊﾔｼ ｾｲｼﾞ 五段 三橋接骨院 41歳
取 下野　龍司 ｶﾊﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 五段 京都文教高校 35歳
受 大館　斗志爾 ｵｵﾀﾞﾃ ﾄｼｼﾞ 四段 京都市立藤森中学校 33歳
取 神宮　武志 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾀｹｼ 五段 警視庁警察学校 40歳
受 阿達　哲也 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ 五段 警視庁大崎警察署 33歳
取 芦田　和典 ｱｼﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 六段 大阪府警察 52歳
受 入江　浩正 ｲﾘｴ ﾋﾛﾏｻ 五段 森ノ宮医療学園専門学校 50歳
取 伊志嶺　朝広 ｲｼﾐﾈ ﾄﾓﾋﾛ 六段 アスリートクラブ琉９ 42歳
受 髙江洲　綾 ﾀｶｴｽ ﾘｮｳ 五段 沖縄県警察 43歳
取 葉名尻　亘 ﾊﾅｼﾞﾘ ﾜﾀﾙ 五段 はなじり鍼灸整骨院 33歳
受 山本　良太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 四段 山本整骨院 35歳
取 大西　真仁 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾄ 五段 (有)山波工作所 47歳
受 中田　喜将 ﾅｶﾀ ﾖｼﾏｻ 二段 各務原市役所 35歳
取 奥村　和之 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 五段 福田電気サービス 47歳
受 木下　朋俊 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾄｼ 五段 香芝市立真美ヶ丘小学校 55歳
取 大黒　英理 ﾀﾞｲｺｸ ｴｲﾘ 五段 石川県体育協会 37歳
受 上濃　達朗 ｳｴﾉ ﾀﾂﾛｳ 五段 北信越柔整専門学校柔道整復師 39歳
取 久家　浩 ｸﾔ ﾋﾛｼ 六段 大尚株式会社 55歳
受 久家　良介 ｸﾔ ﾘｮｳｽｹ 二段 東芝エレベータ株式会社 25歳
取 大窪　誠 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 五段 徳島刑務所 39歳
受 野口　剛 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 四段 徳島刑務所 40歳
取 片倉　隆 ｶﾀｸﾗ ﾀｶｼ 五段 株式会社三協製作所 38歳
受 二宮　和志 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 四段 ワイエム技研株式会社 39歳
取 白河原　俊 ｼﾗｶﾜﾗ ｼｭﾝ 三段 岡山県立勝間田高等学校 25歳
受 矢吹　和久 ﾔﾌﾞｷ ｶｽﾞﾋｻ 四段 岡山県立勝間田高等学校 29歳
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平成30年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 竹石　憲治 ﾀｹｲｼ ｹﾝｼﾞ 六段 警視庁 50歳
受 植松　恒司 ｳｴﾏﾂ ｺｳｼﾞ 六段 警視庁 50歳
取 佐藤　幸範 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 六段 神奈川県警察本部 41歳
受 柴﨑　文伸 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾌﾐﾉﾌﾞ 六段 神奈川県鶴見警察署 50歳
取 大門　義明 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾖｼｱｷ 四段 奈良県警察 34歳
受 北山　勲 ｷﾀﾔﾏ ｲｻｵ 五段 奈良県警察 39歳
取 隈井　昭典 ｸﾏｲ ｱｷﾉﾘ 五段 警視庁荒川警察署 43歳
受 長田　忠 ｵｻﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 六段 警視庁野方警察署 38歳
取 中澤　伸一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 六段 （株）なかざわ 50歳
受 中澤　正 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 五段 北海道北見柏陽高校 47歳
取 髙野　賢司 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ 六段 0 51歳
受 窪田　友樹 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｷ 五段 大東文化大学 31歳
取 小椋　俊彦 ｵｸﾞﾗ ﾄｼﾋｺ 六段 静岡県警察 37歳
受 鈴木　慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 三段 静岡県警察 33歳
取 小黒澤　正智 ｵｸﾞﾛｻﾜ ﾏｻﾄﾓ 七段 岩手県警察本部 51歳
受 水沼　優斗 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾄ 三段 岩手県警察本部 22歳
取 長谷川　和治 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾊﾙ 五段 阿賀野市立笹岡小学校 48歳
受 雪　孝光 ﾕｷ ﾀｶﾐﾂ 五段 (有)ヤスダヨーグルト 55歳
取 金藤　宏行 ｶﾈﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 五段 錦工業 57歳
受 溝渕　充 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾐﾂﾙ 五段 岡本荘 48歳
取 板井　慎吾 ｲﾀｲ ｼﾝｺﾞ 六段 大分県警察大分中央警察署 44歳
受 重石　雄大 ｼｹﾞｲｼ ﾀｹﾋﾛ 五段 大分医学技術専門学校 44歳
取 坂本　泰男 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｵ 四段 埼玉縣信用金庫 47歳
受 神山　誠二 ｶﾐﾔﾏ ｾｲｼﾞ 五段 呉竹医療専門学校学生 43歳
取 前田　雄司 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 四段 青谷こども学園 34歳
受 秋里　俊伸 ｱｷｻﾄ ﾄｼﾉﾌﾞ 二段 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 34歳

【極の形】
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平成30年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 髙野　　恵 ﾀｶﾉ ﾒｸﾞﾐ 女子三段 高山信用金庫 32歳
受 白野　　光 ｼﾛﾉ ﾋｶﾙ 女子三段 岐阜県立飛騨吉城特別支援学校 32歳
取 石田　桃子 ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｺ 女子四段 米田柔整専門学校 28歳
受 石田　真理子 ｲｼﾀﾞ ﾏﾘｺ 女子三段 米田柔整専門学校（学生） 25歳
取 浅野　日月 ｱｻﾉ ﾋﾂﾞｷ 女子二段 国士舘大学 20歳
受 浅野　華月 ｱｻﾉ ｶﾂﾞｷ 女子初段 岐阜県立斐太高校 18歳
取 岩田　美喜 ｲﾜﾀ ﾐﾖｼ 女子三段 名古屋外国語大学 52歳
受 内田　みゆき ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 女子三段 梅原歯科 44歳
取 菅　琳華 ｽｶﾞ ﾘﾝｶ 女子初段 上尾市立東中学校生徒 15歳
受 川原　輝子 ｶﾜﾊﾗ ｱｷｺ 女子初段 埼玉栄中学校生徒 14歳
取 鈴木　由美 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 女子二段 (有)丸金商事 51歳
受 老子　千晶 ｵｲｺﾞ ﾁｱｷ 女子二段 NEC 43歳
取 稲川　郁子 ｲﾅｶﾞﾜ ｲｸｺ 女子五段 常葉大学 43歳
受 阿部　恭子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 女子五段  43歳
取 木下　勝美 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾐ 女子二段 日本環境クリーン(株) 48歳
受 澤田　美紀 ｻﾜﾀﾞ ﾐｷ 女子三段 沢田接骨院 53歳
取 佐野　浩太 ｻﾉ ｺｳﾀ 五段 香川県警察 33歳
受 亀代　祐司 ｶﾒｼﾛ ﾕｳｼﾞ 五段 香川県警察 35歳
取 下嶋　千尋 ｼﾓｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 女子二段 暢寿園 23歳
受 河江　愛奈 ｶﾜｴ ｱｲﾅ 女子三段 無職 46歳
取 浦田　友和 ｳﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 六段 大阪府警察住之江警察署 44歳
受 髙橋　憲司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 五段 大阪府警察 33歳
取 藤田　香織 ﾌｼﾞﾀ ｶｵﾘ 女子四段 藤田整骨院 34歳
受 田中　千智 ﾀﾅｶ ﾁｻﾄ 女子三段 青森県立青森中央高校 25歳
取 平田　真梨子 ﾋﾗﾀ ﾏﾘｺ 女子三段 八代市立第二中学校 30歳
受 斉藤　えみ ｻｲﾄｳ ｴﾐ 女子三段 八代市立第一中学校 27歳
取 澤田　茜 ｻﾜﾀﾞ ｱｶﾈ 女子二段 山陽小野田市民病院 35歳
受 織田　美奈 ｵﾀﾞ ﾐﾅ 女子三段 厚狭興運有限会社 48歳

※採点集計に誤りがあり、第3位・4位が変更となった。(平成31年1月31日)
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※「講道館柔道形競技規定」に基づき第8位・9位を決定。

【柔の形】
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平成30年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 池田　孝生 ｲｹﾀﾞ ｺｳｵ 五段 警視庁石神井警察署 38歳
受 酒卷　文孝 ｻｶﾏｷ ﾌﾐﾀｶ 五段 警視庁光が丘警察署 39歳
取 上坂　正語 ｳｴｻｶ ｼｮｳｺﾞ 六段 大阪府警察 35歳
受 池田　広樹 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 五段 大阪府警察 33歳
取 三輪　智久 ﾐﾜ ﾄﾓﾋｻ 六段 神奈川県警察 42歳
受 菊地　嘉幸 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ 六段 格闘技・フィットネス道場YOLO 40歳
取 福地　賢志郎 ﾌｸﾁ ｹﾝｼﾛｳ 六段 皇宮警察 45歳
受 新井　栄二 ｱﾗｲ ｴｲｼﾞ 六段 皇宮警察 41歳
取 長田　康秀 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 五段 ながた接骨院 38歳
受 辻野　祐紀 ﾂｼﾞﾉ ﾏｻﾉﾘ 五段 (有)マックスシステム 49歳
取 松下　達也 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾂﾔ 六段 三重県警察 44歳
受 青木　伸司 ｱｵｷ ｼﾝｼﾞ 六段 三重県警察 40歳
取 田口　英和 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 五段 鳥取刑務所 45歳
受 田邊　学 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 五段 鳥取刑務所 41歳
取 佐藤　英士 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 六段 英士デンタルクリニック 50歳
受 早坂　一行 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞﾕｷ 六段 プランニングルームエムピー 49歳
取 長野　秀紀 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾃﾞｷ 五段 三豊市立豊中中学校 41歳
受 中野　智史 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ 四段 尽誠学園高等学校 29歳
取 薮内　和則 ﾔﾌﾞｳﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 六段 札幌刑務所 43歳
受 松田　克 ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 五段 札幌刑務所 43歳
取 天本　文雄 ｱﾏﾓﾄ ﾌﾐｵ 七段 福岡刑務所 52歳
受 末松　真一 ｽｴﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 六段 福岡刑務所 44歳

【講道館護身術】

1 86.2 595.0 9 推薦

2 81.8 564.5 11 近畿

3 75.8 523.0 10 関東

4 75.3 519.5 3 東京

5 73.3 505.5 8 北信越

6 66.7 460.0 4 東海

7 65.7 453.5 1 中国

8 64.9 447.5 2 東北

9 63.5 438.0 7 四国

10 60.4 417.0 6 北海道

11 28.9 199.3 5 九州

平成30年10月21日(日)
講道館大道場



平成30年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 市川　洋文 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 六段 横浜市役所 48歳
受 山﨑　正義 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 七段 神奈川県警察 52歳
取 工藤　重孝 ｸﾄﾞｳ ｼｹﾞﾀｶ 六段 工藤整骨院 58歳
受 清野　國安 ｾｲﾉ ｸﾆﾔｽ 七段 函館工業高等専門学校 56歳
取 田　進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 七段 京都府警察 56歳
受 淺野　宗樹 ｱｻﾉ ﾑﾈｷ 六段 京都府警察 43歳
取 大木　恒毅 ｵｵｷ ﾂﾈｷ 六段 (株)東洋実業 52歳
受 阿部　雅人 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 六段 大成建設株式会社 53歳
取 久保　秀利 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 七段 高松刑務所 60歳
受 鎌田　博和 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 五段 高松刑務所 43歳
取 須貝　義博 ｽｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 三段 須貝電気工事店 36歳
受 本間　亮介 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ 三段 本間酒店 38歳
取 今立　篤子 ｲﾏﾀﾞﾁ ｱﾂｺ 女子六段 能代市立能代第二中学校 69歳
受 田村　朋子 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｺ 女子五段 0 43歳
取 森　正仁 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾄ 六段 森接骨院 58歳
受 相羽　秀昭 ｱｲﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 六段 かばいけ接骨院 56歳
取 山中　直樹 ﾔﾏﾅｶ ﾅｵｷ 七段 長崎県警察 54歳
受 中村　善弘 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 七段 長崎県警察 49歳
取 藤井　智 ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾙ 六段 広島刑務所 49歳
受 大野　正利 ｵｵﾉ ﾏｻﾄｼ 六段 広島刑務所 46歳

10 60.2 126.5 9 中国

8 66.0 138.5 10 東海

9 63.3 133.0 7 九州

6 67.1 141.0 4 北信越

7 66.7 140.0 8 東北

4 72.9 153.0 6 東京

5 68.3 143.5 3 四国

2 79.3 166.5 5 北海道

3 74.3 156.0 2 近畿

【五の形】

1 84.0 176.5 1 関東

平成30年10月21日(日)
講道館大道場



平成30年全日本柔道形競技大会

順位 100点評価 合計点 演技順 地区 取受 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 段位 所属 年齢
取 中西　英敏 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 八段 東海大学 60歳
受 松本　勇治 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 七段 神奈川県 45歳
取 清家　春夫 ｾｲｹ ﾊﾙｵ 八段 日本マスターズ柔道協会 74歳
受 小池　健三 ｺｲｹ ｹﾝｿﾞｳ 六段 (株)コアズ 70歳
取 菅波　盛雄 ｽｶﾞﾅﾐ ﾓﾘｵ 八段 順天堂大学 64歳
受 水野　博介 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 八段 東海中学高等学校 61歳
取 渡邉　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 七段 静岡県警察 57歳
受 磯部　正博 ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 八段  65歳
取 竹田　聡 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 八段 富山県警察学校 64歳
受 神田　雅春 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 七段 神田接骨院 60歳
取 見原　道生 ﾐﾊﾗ ﾐﾁｵ 七段 見原整骨院 70歳
受 木下　勝巳 ｷﾉｼﾀ ｶﾂﾐ 六段  65歳
取 松本　健彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾋｺ 六段 大阪府警察学校 44歳
受 大坪　俊裕 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ 六段 大阪府警察交野署 41歳
取 佐々木　康成 ｻｻｷ ｺｳｾｲ 六段 北海道警察 47歳
受 佐藤　久将 ｻﾄｳ ﾋｻﾉﾌﾞ 五段 北海道警察学校 40歳
取 藤本　哲夫 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂｵ 六段 山口県警察 50歳
受 鈴尾　哲也 ｽｽﾞｵ ﾃﾂﾔ 五段 山口県警察 38歳
取 掛札　均 ｶｹﾌﾀﾞ ﾋﾄｼ 八段  70歳
受 駒﨑　義一 ｺﾏｻﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 八段  74歳

【古式の形】

1 76.4 527.5 7 関東

2 76.0 524.5 3 東京

3 75.6 521.5 10 全国

4 74.3 512.5 6 東海

5 73.4 506.5 1 北信越

6 71.8 495.5 2 九州

7 68.5 472.5 4 近畿

8 65.7 453.5 9 北海道

9 62.6 432.0 8 中国

10 0.0 0.0 5 全国欠 場

平成30年10月21日(日)
講道館大道場


