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75 稲葉　洋一 (愛媛) 2

73 南保　生明 (北海道) 63

74 宇陀　武司 (大阪) 66

71 藤森　大二郎 (静岡) 31

72 宮本　賀津雄 (群馬) 34

69 井関　勝利 (福岡) 47

70 須山　俊彦 (島根) 18

67 日坂　栄司 (千葉) 15

68 服部　和彦 (新潟) 50

65 中口　圭 (和歌山) 74

66 色川　智 (茨城) 10

63 可部　裕文 (沖縄) 42

64 岡田　実 (高知) 55

3 多田　幸弘 (埼玉) 64

4 松田　純 (宮城) 33

1 新本　清 (大阪) 1

2 藤井　英之 (広島) 65

5 建石　太 (静岡) 32

6 神坂　拓司 (群馬) 17

7 岡田　恭典 (徳島) 48

8 濵田　淳也 (長崎) 49

9 坂井　利幸 (石川) 16

10 金月　徹 (島根) 9

11 片山　裕司 (神奈川) 73

12 島田　誠 (長野) 56

13 本多　健次 (大分) 41

14 藤本　茂 (愛媛) 24

15 小坂　綱史 (鳥取) 25

16 赤井　安大 (滋賀) 40

17 寺田　徹也 (北海道) 57

18 宮嶋　昌寛 (岐阜) 72

19 竹川　穣 (東京) 8

20 方波見　大 (千葉) 5

21 山口　和哉 (和歌山) 69

22 浅井　仁 (愛知) 60

23 川本　友美 (鹿児島) 37

24 宮本　哲志 (高知) 28

25 小林　誠 (新潟) 21

26 波多野　智也 (山梨) 44

27 山田　永哲 (岡山) 53

28 加藤　貴正 (宮城) 12

29 濱口　晃好 (徳島) 13

30 溝田　秀顕 (長崎) 52

31 飛田　暁 (茨城) 45

32 本間　絹士 (山形) 20

33 深町　重夫 (神奈川) 29

34 保科　雄彦 (富山) 36

35 奥村　剛 (鳥取) 61

36 松村　幸成 (福岡) 68

37 在田　昌弘 (兵庫) 4

38 鈴木　芳祐 (静岡) 3

39 小松　和義 (山梨) 67

40 西澤　直樹 (滋賀) 62

41 増田　清文 (鹿児島) 35

42 坂口　真一 (新潟) 30

43 藤山　佳人 (岡山) 19

44 長嶋　耕 (和歌山) 46

45 平井　渉 (東京) 51

46 宮内　敏 (愛媛) 14

47 濱田　繁幸 (兵庫) 11

48 田中　孝 (秋田) 75

49 山元　朗弘 (埼玉) 54

50 末永　篤史 (長崎) 43

51 大久保　和彦 (徳島) 22

52 五十嵐　剛 (富山) 27

53 森田　耕平 (三重) 38

54 武田　博之 (栃木) 59

55 鈴木　隆徳 (広島) 70

56 城田　晃宏 (福岡) 6

57 瀬戸　秀朗 (神奈川) 7

58 戸板　純也 (鳥取) 71

59 平山　聖晃 (鹿児島) 58

60 安念　尚弘 (石川) 39

61 木村　忠行 (宮城) 26

62 高村　浩司 (愛知) 23



日本スポーツマスターズ2017兵庫大会

平成２９年９月１６日

兵庫県立武道館

男子組手2部

a3

a1

a11

a4

a15

a5

a12

a6

a17

a7

a13

a8

a16

a9

a14

a2

a10

a18

b3

b1

b11

b4

b15

b5

b12

b6

b17

b7

b13

b8

b16

b9

b14

b2

b10

a19

c3

c1

c11

c4

c15

c5

c12

c6

c17

c7

c13

c8

c16

c9

c14

c2

c10

c18

d3

d1

d11

d4

d15

d5

d12

d6

d17

d7

d13

d8

d16

d9

d14

d2

d10
71 清水　彰一 (三重)

72 峯　真太郎 (群馬)

69 中村　鉄也 (山形)

70 池田　幸裕 (石川)

67 室山　真人 (京都)

68 向井　慎矢 (福岡)

65 大笠　佳宏 (徳島)

66 小西　勝 (栃木)

62 山田　剛資 (滋賀)

1 佐藤　花月 (神奈川)

2 久保　仁志 (香川)

3 市川　清和 (三重)

4 瀧下　茂樹 (長崎)

5 砂子坂　隆 (京都)

6 保科　一彦 (富山)

7 堤　弘幸 (大阪)

8 関口　康夫 (茨城)

9 藤井　康弘 (青森)

10 川﨑　英樹 (佐賀)

11 菅原　勇 (岐阜)

12 柳原　史典 (高知)

13 小泉　友則 (山梨)

14 安達　健司 (新潟)

15 黒﨑　徹 (岡山)

16 林　隆三 (福岡)

17 後藤　誠爾 (埼玉)

18 家常　義雄 (兵庫)

19 大島　智史 (栃木)

20 渡邊　秀典 (福井)

21 小宮　剛 (長崎)

22 酒井　一真 (京都)

23 堀　博喜 (香川)

24 清水　明毅 (愛知)

25 矢地　範行 (富山)

26 川崎　哲史 (千葉)

27 秋田　和秀 (鳥取)

28 迫　昌輝 (山口)

29 鴨川　直人 (静岡)

30 小屋　敦嗣 (群馬)

31 松浦　隆典 (大阪)

32 吉川　昌宏 (徳島)

33 宮前　秀樹 (石川)

34 中村　和道 (山形)

35 南　敏章 (宮崎)

36 菱谷　孝仁 (東京)

37 濱田　長宏 (大阪)

38 御供　直起 (群馬)

39 前野　剛一 (鹿児島)

40 田中　克弘 (広島)

41 長谷川　行光 (山梨)

42 嶽野　英樹 (長野)

43 柴川　達也 (静岡)

44 長橋　伸二 (愛媛)

45 仲島　誠一 (神奈川)

46 竹内　恵一 (鳥取)

47 園原　武嗣 (岐阜)

48 浅野　裕二 (宮城)

49 岡田　三喜男 (埼玉)

50 塩満　智之 (兵庫)

51 金子　秀洋 (高知)

52 中野　智文 (栃木)

53 宮崎　進一 (福岡)

54 辻　健二 (富山)

55 横浜　誠 (新潟)

56 岡本　徹也 (静岡)

57 小嶋　健 (埼玉)

58 田中　昇 (熊本)

61 松浦　統一郎 (愛知)

59 藤岡　光広 (香川)

60 矢本　幸文 (千葉)

63 浅見　俊明 (鳥取)

64 田中　公司 (長崎)
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49 長友　富司雄 (宮崎)

47 肥川　靖隆 (島根)

48 大森　久司 (和歌山)

1 長谷川　伸一 (山梨)

2 原　正之 (島根)

3 瀬高　誠 (和歌山)

4 モハメッド　ヌルル　エラヒ(新潟)

5 太　隆幸 (鹿児島)

6 佐藤　勝 (福島)

7 田原　光宏 (兵庫)

8 合原　正典 (佐賀)

9 田村　芳久 (茨城)

10 藤本　秀樹 (岐阜)

11 壬生　政次郎 (高知)

12 木村　正夫 (奈良)

13 銀杏　達也 (千葉)

14 鎌井　明徳 (広島)

15 岡　一仁 (青森)

16 光吉　正行 (滋賀)

17 石原　俊明 (群馬)

18 北代　税 (福岡)

19 化生　徹 (石川)

20 鶴田　靖雄 (奈良)

21 千田　裕也 (北海道)

22 神崎　正行 (栃木)

23 菊村　敏彦 (神奈川)

24 頭師　幸隆 (徳島)

25 竹原　浩一 (岡山)

26 植田　博文 (福岡)

27 鈴木　徳雄 (栃木)

28 玉置　晋 (大阪)

29 木田　義一 (新潟)

30 渡辺　浩二 (宮城)

31 山﨑　政勝 (奈良)

32 宮原　孝典 (和歌山)

33 半谷　雅彦 (高知)

34 遠山　栄一郎 (埼玉)

35 小山　浩之 (岐阜)

36 守谷　浩 (山梨)

37 福山　修一 (山口)

38 森川　孝誠 (京都)

39 西田　誠 (徳島)

40 三森　甲宇 (東京)

41 加福　明浩 (青森)

42 加瀨　龍志 (千葉)

43 市原　浩二 (岡山)

44 益子　勝徳 (茨城)

45 中西　誠 (愛知)

46 道仲　政和 (福井)
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49 石塚　司 (秋田)

47 波田地　研 (神奈川)

48 中澤　節男 (鳥取)

45 松下　順 (大阪)

46 伊勢　範幸 (徳島)

43 内田　慎一郎 (京都)

44 後藤　明徳 (三重)

41 潤　勇一郎 (鹿児島)

42 横山　和人 (富山)

1 髙山　雅彦 (大阪)

2 竹田　省三 (島根)

3 佐藤　雄二 (栃木)

4 相原　力 (東京)

5 西内　重夫 (宮崎)

6 倉渕　秀俊 (愛媛)

7 寺村　精司 (和歌山)

8 伊室　利治 (滋賀)

9 佐古　保 (鳥取)

10 山岡　一信 (岐阜)

11 笠原　健資 (千葉)

12 真田　浩樹 (福岡)

13 高橋　正仁 (秋田)

14 青木　勇 (静岡)

15 尾ノ井　裕剛 (京都)

16 小林　義朋 (北海道)

17 田代　克明 (鹿児島)

18 米長　勇 (山梨)

19 畑中　英史 (岡山)

20 後藤　哲 (三重)

21 辻　俊一 (兵庫)

22 関根　孝 (埼玉)

23 神田　作 (滋賀)

24 宮澤　泰彦 (福島)

25 田村　弘志 (山口)

26 金森　保尚 (広島)

27 古川　孝 (京都)

28 内海　定男 (千葉)

29 薗田　洋介 (和歌山)

30 足立　晴彦 (大分)

31 湯田　浩一郎 (福島)

32 堀内　孝一 (宮城)

33 大塚　利次 (滋賀)

34 浅野　誠一 (宮崎)

35 山本　尚登 (愛知)

36 佐野　一典 (山梨)

37 安井　義治 (島根)

38 久家　郁夫 (群馬)

39 渡辺　洋二 (山口)

40 向井　正隆 (静岡)
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38 雨宮　正 (山梨) 2

36 上村　髙広 (宮崎) 31

37 町野　金吾 (愛媛) 34

34 荒木　恒憲 (兵庫) 15

35 岸　義彦 (東京) 18

3 里　公徳 (沖縄) 32

4 宮本　弘 (和歌山) 17

1 中村　秀司 (神奈川) 1

2 松橋　賢一 (北海道) 33

5 濵中　博司 (山口) 16

6 谷山　福治 (高知) 9

7 大貫　英次 (茨城) 24

8 下村　常夫 (愛知) 25

9 小山　孝一 (千葉) 8

10 坂本　哲也 (埼玉) 5

11 山本　真 (滋賀) 37

12 弥永　達男 (福岡) 28

13 会沢　公浩 (茨城) 21

14 桜井　和彦 (岐阜) 12

15 植野　裕 (広島) 13

16 山下　次郎 (石川) 20

17 髙𣘺　保行 (群馬) 29

18 矢野　吉基 (愛媛) 36

19 長谷川　祐一 (京都) 4

20 池田　忠志 (静岡) 3

21 鶴岡　義久 (千葉) 35

22 御厨　勝弘 (佐賀) 30

23 藤原　卓爾 (岡山) 19

24 坂本　恵 (大阪) 14

25 橋田　伸之 (高知) 11

26 田川　章夫 (茨城) 22

27 村瀬　貴久夫 (栃木) 27

28 友弘　隆士 (山口) 38

29 成田　重直 (秋田) 6

30 佐藤　秀行 (福岡) 7

33 中山　勇幸 (広島) 10

31 大橋　弘 (三重) 26

32 関口　修男 (群馬) 23



日本スポーツマスターズ2017兵庫大会

平成２９年９月１８日

兵庫県立武道館

男子組手6部

a2

a1

a6

a3

a8

a4

a7

a5

b10

b3

b1

b7

b4

b9

b5

b8

b2

b6

a9

c3

c1

c7

c4

c9

c5

c8

c2

c6

d9

d2

d6

d3

d8

d4

d7

d1

d5
37 大野　洋之 (鹿児島) 34

35 稲荷　晴之 (京都) 18

36 川村　政信 (東京) 31

33 西垣　和博 (滋賀) 10

34 前田　頼雄 (広島) 15

31 戸倉　努 (山口) 26

32 永木　満 (愛媛) 23

38

29 山本　良次 (滋賀) 6

30 根橋　寛 (長野) 7

1 宮川　誠悟 (長崎) 1

2 太田　千佐登 (高知) 33

3 原田　秀明 (山形) 32

4 山本　喜三郎 (滋賀) 17

5 高橋　猛 (栃木) 16

6 服部　正典 (愛知) 9

7 水島　泰雄 (岡山) 24

8 渡邉　勉 (京都) 25

9 野崎　努 (富山) 8

10 高桑　直美 (東京) 5

11 佐藤　茂夫 (福岡) 37

12 中山　勝 (京都) 28

13 小林　多加志 (北海道) 21

14 河村　清 (新潟) 12

15 相良　孝作 (宮城) 13

16 安達　俊武 (大分) 20

17 大石　勲 (兵庫) 29

18 国重　長弘 (広島) 36

19 薄井　晴男 (埼玉) 4

20 影山　光男 (岡山) 3

21 高岡　公平 (富山) 35

22 岩切　逸樹 (東京) 30

23 加藤　昭二 (大阪) 19

24 岩田　好博 (岐阜) 14

38 中村　満幸 (宮城) 2

25 和田　光二 (神奈川) 11

26 野村　秀夫 (高知) 22

27 藤原　純廣 (長崎) 27

28 本間　努 (山形)
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32 井内　隆成 (愛知)

30 佐藤　栄司 (群馬)

31 加賀　三郎 (岩手)

28 田中　政雄 (埼玉)

29 佐々木　光一 (北海道)

26 久禮　義剛 (奈良)

27 照屋　建 (沖縄)

25 野島　千佳 (広島)

1 木村　政勝 (大阪)

2 篠﨑　章 (栃木)

3 住川　稔 (山口)

4 豊丸　和紀 (宮崎)

5 杉崎　彰 (三重)

6 山田　孝 (長崎)

7 菊地　健治 (山形)

8 遠藤　輝男 (山梨)

9 守口　育宏 (奈良)

10 芦田　和幸 (岡山)

11 島田　俊雄 (北海道)

12 津谷　順三 (茨城)

13 近藤　英明 (宮崎)

14 佐保　康夫 (兵庫)

15 佐々木　芳夫 (静岡)

16 谷川　幸男 (千葉)

17 吉田　豊 (岡山)

18 永岡　孝司 (栃木)

19 島田　和紀 (石川)

20 三木　康志 (和歌山)

21 伊賀　章一 (京都)

22 加藤　巌 (岐阜)

23 吉留　慶行 (宮崎)

24 小日向　紀継 (神奈川)


