
令和元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 坂本　道人 ｻｶﾓﾄﾐﾁﾄ 六段 福岡大学 42歳
受 横山　喬之 ﾖｺﾔﾏﾀｶﾕｷ 五段 摂南大学 36歳
取 冨澤　和英 ﾄﾐｻﾞﾜｶｽﾞﾋﾃﾞ 七段 福井県警察 54歳
受 巻下　広史 ﾏｷｼﾀﾋﾛｼ 五段 富山刑務所 33歳
取 赤坂　洋輔 ｱｶｻｶﾖｳｽｹ 六段 警視庁 42歳
受 若菜　大介 ﾜｶﾅﾀﾞｲｽｹ 六段 警視庁 40歳
取 吉川　延寿 ﾖｼｶﾜﾉﾌﾞﾋｻ 五段 大阪府警察 36歳
受 北口　嘉一 ｷﾀｸﾞﾁｶｲﾁ 五段 大阪府警察 35歳
取 清水　勇一 ｼﾐｽﾞﾕｳｲﾁ 五段 警視庁 36歳
受 鞭馬　裕輝 ﾑﾁﾏﾕｳｷ 五段 警視庁 36歳
取 沖　和久 ｵｷｶｽﾞﾋｻ 三段 明治東洋医学院専門学校 41歳
受 森　憲治 ﾓﾘｹﾝｼﾞ 四段 関西医療学園専門学校 35歳
取 山野　修 ﾔﾏﾉｵｻﾑ 五段 坂元中学校 47歳
受 古賀　陽佑 ｺｶﾞﾖｳｽｹ 四段 西陵中学校 31歳
取 坂野　裕樹 ｻｶﾉﾕｳｷ 五段 香川県警察 32歳
受 滝　一馬 ﾀｷｶｽﾞﾏ 三段 香川県警察 28歳
取 鹿島　拓郎 ｶｼﾏﾀｸﾛｳ 四段 (株)シビル旭 35歳
受 三浦　寛 ﾐｳﾗﾋﾛｼ 五段 胎内市役所 35歳
取 深美　幸治 ﾌｶﾐｺｳｼﾞ 四段 三重刑務所 32歳
受 平田　智大 ﾋﾗﾀﾄﾓﾋﾛ 三段 三重刑務所 35歳
取 本田　勝 ﾎﾝﾀﾞﾏｻﾙ 三段 函館少年刑務所 34歳
受 三原　学 ﾐﾊﾗﾏﾅﾌﾞ 四段 函館少年刑務所 35歳
取 坂口　達哉 ｻｶｸﾞﾁﾀﾂﾔ 五段 鳥取刑務所 33歳
受 谷本　光太郎 ﾀﾆﾓﾄｺｳﾀﾛｳ 四段 鳥取刑務所 36歳
取 竹内　刀麻 ﾀｹｳﾁﾄｳﾏ 四段 神奈川県警察 26歳
受 川部　寛太 ｶﾜﾍﾞｶﾝﾀ 四段 神奈川県警察 26歳
取 三上　雄貴 ﾐｶﾐﾕｳｷ 四段 (株)サンケイ商会 31歳
受 菊地　晃 ｷｸﾁｱｷﾗ 四段 (株)サンケイ商会 39歳
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令和元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 下野　龍司 ｶﾊﾞﾀﾘｭｳｼﾞ 五段 京都文教高校 36歳
受 大館　斗志爾 ｵｵﾀﾞﾃﾄｼｼﾞ 四段 藤森中学校 34歳
取 中山　智史 ﾅｶﾔﾏｻﾄｼ 五段 中山接骨院 41歳
受 林　聖治 ﾊﾔｼｾｲｼﾞ 五段 三橋接骨院 42歳
取 芦田　和典 ｱｼﾀﾞｶｽﾞﾉﾘ 七段 大阪府警察 53歳
受 入江　浩正 ｲﾘｴﾋﾛﾏｻ 五段 大阪府警察 51歳
取 神宮　武志 ｼﾞﾝｸﾞｳﾀｹｼ 六段 警視庁 41歳
受 阿達　哲也 ｱﾀﾞﾁﾃﾂﾔ 五段 警視庁 34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 34歳
受 山本　良太郎 ﾔﾏﾓﾄﾘｮｳﾀﾛｳ 四段 やまもと整骨院 36歳
取 西城　友幸 ｻｲｼﾞｮｳﾄﾓﾕｷ 四段 岩手県警察 35歳
受 田中　誠也 ﾀﾅｶｾｲﾔ 三段 岩手県警察 28歳
取 福田　展樹 ﾌｸﾀﾞﾉﾌﾞｷ 六段 有田市役所 43歳
受 尾﨑　行雄 ｵｻﾞｷﾕｷｵ 五段 0 39歳
取 髙野　一生 ﾀｶﾉｶｽﾞｷ 四段 警視庁 30歳
受 濵村　俊介 ﾊﾏﾑﾗｼｭﾝｽｹ 四段 警視庁 31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 48歳
受 木下　朋俊 ｷﾉｼﾀｱｷﾄｼ 五段 真美ケ丘東小学校 56歳
取 木之本　達明 ｷﾉﾓﾄﾀﾂｱｷ 五段 木之本接骨院 58歳
受 大元　美久 ｵｵﾓﾄﾖｼﾋｻ 三段 0 50歳
取 大黒　英理 ﾀﾞｲｺｸｴｲﾘ 五段 石川県体育協会 38歳
受 上濃　達朗 ｳｴﾉﾀﾂﾛｳ 五段 北信越柔整専門学校 40歳
取 大城　一幸 ｵｵｼﾛｶｽﾞﾕｷ 五段 沖縄県警察 39歳
受 上原　基市 ｳｴﾊﾗｷｲﾁ 四段 沖縄県警察 34歳
取 白河原　俊 ｼﾗｶﾜﾗｼｭﾝ 三段 勝間田高校 27歳
受 矢吹　和久 ﾔﾌﾞｷｶｽﾞﾋｻ 五段 勝間田高校 31歳
取 花房　良祐 ﾊﾅﾌｻﾘｮｳｽｹ 二段 香川県庁 28歳
受 岡田　拓也 ｵｶﾀﾞﾀｸﾔ 二段 東亜外業(株) 30歳
取 久家　浩 ｸﾔﾋﾛｼ 六段 大尚株式会社 56歳
受 久家　良介 ｸﾔﾘｮｳｽｹ 二段 東芝エレベーター株式会社 26歳
取 菊地　大 ｷｸﾁﾀﾞｲ 五段 宮城県警察 39歳
受 千葉　真一 ﾁﾊﾞｼﾝｲﾁ 五段 宮城県警察 36歳
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令和元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 51歳
受 植松　恒司 ｳｴﾏﾂｺｳｼﾞ 六段 警視庁 51歳
取 佐藤　幸範 ｻﾄｳﾖｼﾉﾘ 六段 神奈川県警察 42歳
受 柴﨑　文伸 ｼﾊﾞｻﾞｷﾌﾐﾉﾌﾞ 六段 神奈川県警察 51歳
取 隈井　昭典 ｸﾏｲｱｷﾉﾘ 五段 警視庁 44歳
受 長田　忠 ｵｻﾀﾞﾀﾀﾞｼ 六段 警視庁 39歳
取 中澤　伸一 ﾅｶｻﾞﾜｼﾝｲﾁ 六段 (株)なかざわ 51歳
受 中澤　正 ﾅｶｻﾞﾜﾀﾀﾞｼ 五段 北見柏陽高校 48歳
取 山田　尚孝 ﾔﾏﾀﾞﾅｵﾀｶ 五段 岐阜県警察 40歳
受 鎌田　樹也 ｶﾏﾀﾀﾂﾔ 四段 岐阜県警察 36歳
取 髙野　賢司 ﾀｶﾉｹﾝｼﾞ 六段 0 52歳
受 窪田　友樹 ｸﾎﾞﾀﾕｳｷ 五段 朝日大学 32歳
取 坂本　泰男 ｻｶﾓﾄﾔｽｵ 四段 埼玉縣信用金庫 48歳
受 神山　誠二 ｶﾐﾔﾏｾｲｼﾞ 五段 村田接骨院 44歳
取 中平　義仁 ﾅｶﾀﾞｲﾗﾖｼﾋﾄ 四段 (財)中部公衆医学研究所 42歳
受 原　和男 ﾊﾗｶｽﾞｵ 五段 自営業 53歳
取 松川　裕治 ﾏﾂｶﾜﾕｳｼﾞ 六段 大分県警察 41歳
受 板井　慎吾 ｲﾀｲｼﾝｺﾞ 六段 大分県警察 45歳
取 前田　直紀 ﾏｴﾀﾞﾅｵｷ 四段 香川県警察 25歳
受 馬場　竜也 ﾊﾞﾊﾞﾀﾂﾔ 三段 香川県警察 25歳
取 泉山　翔 ｲｽﾞﾐﾔﾏｶｹﾙ 四段 興和(株) 27歳
受 鈴木　侑土 ｽｽﾞｷﾕｳﾄ 二段 八戸市 23歳
取 花本　隼 ﾊﾅﾓﾄﾊﾔﾄ 四段 島根県警察 33歳
受 山﨑　敦嗣 ﾔﾏｻｷｱﾂｼ 五段 島根県警察 33歳
取 能登谷　渉 ﾉﾄﾔﾜﾀﾙ 五段 大阪府警察 33歳
受 香月　宏之 ｶﾂｷﾋﾛﾕｷ 五段 大阪府警察 36歳
取 大村　恭一 ｵｵﾑﾗｷｮｳｲﾁ 六段 静岡県警察 46歳
受 嶋原　功 ｼﾏﾊﾗｲｻｵ 五段 福島県警察 37歳
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令和元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 石田　桃子 ｲｼﾀﾞﾓﾓｺ 四段 米田柔整専門学校 29歳
受 石田　真理子 ｲｼﾀﾞﾏﾘｺ 三段 本町クリニック 26歳
取 髙野　恵 ﾀｶﾉﾒｸﾞﾐ 三段 高山信用金庫 33歳
受 白野　光 ｼﾗﾉﾋｶﾙ 三段 飛騨吉城特別支援学校 33歳
取 浅野　日月 ｱｻﾉﾋﾂﾞｷ 二段 国士舘大学 21歳
受 浅野　華月 ｱｻﾉｶﾂﾞｷ 初段 国士舘大学 19歳
取 鈴木　由美 ｽｽﾞｷﾕﾐ 三段 (有)丸金商事 52歳
受 老子　千晶 ｵｲｺﾞﾁｱｷ 二段 合同会社dotData Japan 44歳
取 菅　琳華 ｽｶﾞﾘﾝｶ 初段 川口市立高校 16歳
受 川原　輝子 ｶﾜﾊﾗｱｷｺ 初段 埼玉栄中学校 15歳
取 木下　勝美 ｷﾉｼﾀｶﾂﾐ 二段 日本環境クリーン(株) 49歳
受 澤田　美紀 ｻﾜﾀﾞﾐｷ 三段 沢田接骨院 54歳
取 菅　麗子 ｽｶﾞﾚｲｺ 三段 埼玉県警察 47歳
受 中島　恵 ﾅｶｼﾏﾒｸﾞﾐ 三段 埼玉県警察 46歳
取 岩田　美喜 ｲﾜﾀﾐﾖｼ 三段 (株)エヌ・エフ・ユー 53歳
受 内田　みゆき ｳﾁﾀﾞﾐﾕｷ 三段 梅原歯科 45歳
取 西塚　広美 ﾆｼﾂﾞｶﾋﾛﾐ 四段 (株)グッドウィン 42歳
受 栁沢　明美 ﾔﾅｷﾞｻﾜｱｹﾐ 四段 藤田総合病院 58歳
取 中山　陽香 ﾅｶﾔﾏﾊﾙｶ 無段 木津南中学校 14歳
受 萩原　緒美 ﾊｷﾞﾊﾗﾂｸﾞﾐ 無段 木津南中学校 14歳
取 下嶋　千尋 ｼﾓｼﾞﾏﾁﾋﾛ 二段 0 24歳
受 河江　愛奈 ｶﾜｴｱｲﾅ 三段 0 47歳
取 平田　真梨子 ﾋﾗﾀﾏﾘｺ 四段 八代市第二中学校 31歳
受 斉藤　えみ ｻｲﾄｳｴﾐ 三段 竜北中学校 28歳
取 柴田　裕士 ｼﾊﾞﾀﾕｳｼﾞ 四段 香川県警察 27歳
受 出田　龍太郎 ｲﾃﾞﾀﾘｭｳﾀﾛｳ 四段 香川県警察 26歳
取 川端　美穂 ｶﾜﾊﾞﾀﾐﾎ 三段 岡山大学教育学部附属中学校 29歳
受 林　裕紀子 ﾊﾔｼﾕｷｺ 三段 倉敷西中学校 29歳
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令和元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 39歳
受 酒卷　文孝 ｻｶﾏｷﾌﾐﾀｶ 五段 警視庁 40歳
取 上坂　正語 ｳｴｻｶｼｮｳｺﾞ 六段 大阪府警察 36歳
受 池田　広樹 ｲｹﾀﾞﾋﾛｷ 五段 大阪府警察 34歳
取 福地　賢志郎 ﾌｸﾁｹﾝｼﾛｳ 七段 皇宮警察 46歳
受 新井　栄二 ｱﾗｲｴｲｼﾞ 六段 皇宮警察 42歳
取 長瀬　あゆみ ﾅｶﾞｾｱﾕﾐ 四段 岐阜県警察 33歳
受 久保田　浩史 ｸﾎﾞﾀﾋﾛｼ 五段 東京学芸大学 41歳
取 長田　康秀 ﾅｶﾞﾀﾔｽﾋﾃﾞ 五段 ながた接骨院 39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 50歳
取 荻野　太路 ｵｷﾞﾉﾀｲｼﾞ 六段 兵庫県警察 39歳
受 前田　大輔 ﾏｴﾀﾞﾀﾞｲｽｹ 六段 兵庫県警察 38歳
取 松下　達也 ﾏﾂｼﾀﾀﾂﾔ 六段 三重県警察 45歳
受 青木　伸司 ｱｵｷｼﾝｼﾞ 六段 三重県警察 41歳
取 山田　章夫 ﾔﾏﾀﾞｱｷｵ 五段 警視庁 38歳
受 村上　洋平 ﾑﾗｶﾐﾖｳﾍｲ 五段 警視庁 37歳
取 長野　秀紀 ﾅｶﾞﾉﾋﾃﾞｷ 五段 豊中中学校 42歳
受 中野　智史 ﾅｶﾉｻﾄｼ 四段 尽誠学園高校 30歳
取 矢野　敏一 ﾔﾉﾄｼｶｽﾞ 六段 大阪拘置所 56歳
受 上山　次郎 ｶﾐﾔﾏｼﾞﾛｳ 六段 大阪拘置所 54歳
取 石澤　章匡 ｲｼｻﾞﾜﾏｻｱｷ 六段 荒川中部土地改良区 44歳
受 立石　博敏 ﾀﾂｲｼﾋﾛﾄｼ 六段 児玉郡市広域消防本部 56歳
取 田口　英和 ﾀｸﾞﾁﾋﾃﾞｶｽﾞ 五段 鳥取刑務所 46歳
受 田邊　学 ﾀﾅﾍﾞﾏﾅﾌﾞ 五段 鳥取刑務所 42歳
取 佐藤　博昭 ｻﾄｳﾋﾛｱｷ 五段 岐阜県警察 42歳
受 横口　真路 ﾖｺｸﾞﾁｼﾝｼﾞ 五段 岐阜県警察 36歳
取 深見　康一郎 ﾌｶﾐｺｳｲﾁﾛｳ 五段 福岡拘置所 42歳
受 山下　亮 ﾔﾏｼﾀﾘｮｳ 五段 福岡拘置所 36歳
取 老林　秀樹 ｵｲﾊﾞﾔｼﾋﾃﾞｷ 六段 釧路刑務支所 55歳
受 西村　真吾 ﾆｼﾑﾗｼﾝｺﾞ 五段 釧路刑務支所 32歳
取 伊藤　真也 ｲﾄｳｼﾝﾔ 四段 (株)乳井石油商会 46歳
受 金田　隆佳 ｶﾈﾀﾀｶﾖｼ 三段 かねた整骨院 46歳

10

5 73.0 504.0 5 北信越

推薦

3 78.5 541.5 6

9

【講道館護身術】

1 85.4 589.5 14

推薦

2 81.7 563.5

11

推薦

7 71.5 493.5 1 全国

4 73.3 506.0

12

全国

9 66.1 456.0 15 四国

6 71.9 496.0

7

近畿

11 63.7 439.5 13 関東

8 66.4 458.0

2

東京

13 63.5 438.0 8 東海

10 64.4 444.5

16

全国

15 52.8 364.5 3 北海道

12 63.5 438.0

九州

中国

16 23.2 160.3 4 東北

14 57.1 394.0

 2019年10月27日(日)
講道館



令和元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 49歳
受 山﨑　正義 ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾖｼ 七段 神奈川県警察 53歳
取 杉山　康弘 ｽｷﾞﾔﾏﾔｽﾋﾛ 六段 黒柳建設株式会社 53歳
受 大河内　哲志 ｵｵｺｳﾁﾃﾂｼ 六段 おおこうち接骨院 55歳
取 大木　恒毅 ｵｵｷﾂﾈｷ 六段 株式会社東洋実業 53歳
受 阿部　雅人 ｱﾍﾞﾏｻﾄ 六段 大成建設株式会社 54歳
取 工藤　重孝 ｸﾄﾞｳｼｹﾞﾀｶ 六段 工藤整骨院 59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 57歳
取 𠮷田　進 ﾖｼﾀﾞｽｽﾑ 七段 京都府警察 57歳
受 淺野　宗樹 ｱｻﾉﾑﾈｷ 六段 京都府警察 44歳
取 丸尾　泉 ﾏﾙｵｲｽﾞﾐ 六段 上田東高校 57歳
受 勝見　藤一 ｶﾂﾐﾄｳｲﾁ 七段 御代田中学校 59歳
取 茂木　良典 ﾓﾃｷﾞﾖｼﾉﾘ 六段 群馬県警察 48歳
受 横山　貴志 ﾖｺﾔﾏﾀｶｼ 六段 東京農業大学第二高校 48歳
取 小黒澤　正智 ｵｸﾞﾛｻﾜﾏｻﾄﾓ 七段 岩手県警察 52歳
受 本波　邦盛 ﾎﾝﾅﾐｸﾆﾓﾘ 五段 岩手県警察 37歳
取 今立　篤子 ｲﾏﾀﾞﾁｱﾂｺ 六段 0 70歳
受 田村　朋子 ﾀﾑﾗﾄﾓｺ 五段 0 44歳
取 山中　直樹 ﾔﾏﾅｶﾅｵｷ 七段 長崎県警察 55歳
受 中村　善弘 ﾅｶﾑﾗﾖｼﾋﾛ 七段 長崎県警察 51歳
取 永塚　武将 ﾅｶﾞﾂｶﾀｹﾏｻ 五段 山口県警察 38歳
受 赤尾　大介 ｱｶｵﾀﾞｲｽｹ 四段 山口県警察 29歳
取 井口　司郎 ｲｸﾞﾁｼﾛｳ 六段 高知県警察 57歳
受 宇田　勤 ｳﾀﾞﾂﾄﾑ 六段 高知県警察 50歳

12 61.0 128.0 4 四国

10 67.1 141.0 12 九州

11 64.5 135.5 2 中国

8 74.0 155.5 9 東北

9 72.1 151.5 5 全国

6 74.0 155.5 1 北信越

7 74.0 155.5 3 関東

4 77.6 163.0 6 北海道

5 76.4 160.5 7 近畿

2 78.6 165.0 8 東海

3 78.3 164.5 11 東京

【五の形】

1 84.3 177.0 10 推薦

 2019年10月27日(日)
講道館



令和元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 61歳
受 松本　勇治 ﾏﾂﾓﾄﾕｳｼﾞ 七段 神奈川県警察 46歳
取 菅波　盛雄 ｽｶﾞﾅﾐﾓﾘｵ 八段 順天堂大学 65歳
受 水野　博介 ﾐｽﾞﾉﾋﾛﾕｷ 八段 東海中学高等学校 62歳
取 掛札　均 ｶｹﾌﾀﾞﾋﾄｼ 八段 0 71歳
受 手塚　勝彦 ﾃﾂｶｶﾂﾋｺ 六段 埼玉県警察 40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 75歳
受 小池　健三 ｺｲｹｹﾝｿﾞｳ 六段 本富士防犯協会・本富士交通安全協会 71歳
取 竹田　聡 ﾀｹﾀﾞｻﾄｼ 八段 富山県警察 65歳
受 神田　雅春 ｶﾝﾀﾞﾏｻﾊﾙ 七段 神田接骨院 61歳
取 渡邉　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀﾂﾔ 八段 静岡県警察 58歳
受 磯部　正博 ｲｿﾍﾞﾏｻﾋﾛ 八段 0 66歳
取 見原　道生 ﾐﾊﾗﾐﾁｵ 七段 見原整骨院 71歳
受 木下　勝巳 ｷﾉｼﾀｶﾂﾐ 六段 0 66歳
取 広木　訓夫 ﾋﾛｷﾉﾘｵ 六段 梁山泊 67歳
受 綱川　貴俊 ﾂﾅｶﾜﾀｶﾄｼ 五段 株式会社栃毛木材工業 35歳
取 松本　健彦 ﾏﾂﾓﾄﾀｹﾋｺ 六段 大阪府警察 45歳
受 大坪　俊裕 ｵｵﾂﾎﾞﾄｼﾋﾛ 六段 大阪府警察 42歳
取 松木　弘 ﾏﾂｷﾋﾛｼ 七段 マツキドライビングスクール 67歳
受 粟野　清 ｱﾜﾉｷﾖｼ 六段 南陽市役所 57歳
取 鶴内　洋輝 ﾂﾙｳﾁﾋﾛｷ 八段 整体センター黒瀬 75歳
受 宮里　正文 ﾐﾔｻﾄﾏｻﾌﾐ 六段 昭和中学校 62歳
取 河合　秀幸 ｶﾜｲﾋﾃﾞﾕｷ 六段 北海道警察 39歳
受 遠藤　剛 ｴﾝﾄﾞｳﾂﾖｼ 五段 北海道警察 38歳

推薦

3 74.2 512.0 8 全国

【古式の形】

1 76.7 529.0 11

5 71.7 495.0 2 北信越

2 75.5 521.0 9 全国

7 69.6 480.5 12 九州

4 72.4 499.5 6 東京

9 67.3 464.5 10 近畿

6 71.4 492.5 4 東海

11 55.7 384.0 3 中国

8 68.0 469.5 5 関東

10 66.2 457.0 1 東北

12 29.0 200.0 7 北海道

 2019年10月27日(日)
講道館


