全日本学生柔道体重別選手権大会（男子）
第1回 / 1982年6月5・6日 / 日本武道館
優勝
60kg級
藤野 英雄（大商大）
65kg級
山本 洋祐（日本体育大）
71kg級
宮腰 裕之（東海大）
78kg級
赤星 陽治（日本大）
86kg級
中村 義博（日本大）
95kg級
矢野 智彦（天理大）
95kg超級
斎藤 仁（国士大）

準優勝
小山 賢司（明治大）
今堀 浩之（明治大）
鴨川 裕美（天理大）
山田 剛（東海大）
三戸 範之（筑波大）
川島 一見 （大東大）
正木 嘉美（天理大）

第2回 / 1983年6月4・5日 / 日本武道館
優勝
60kg級
出口 達也（筑波大）
65kg級
飛崎 哲治（国士大）
71kg級
吉鷹 幸春（筑波大）
78kg級
安松 宏幸（京産大）
86kg級
朝飛 大（明治大）
95kg級
羽賀 善夫（天理大）
95kg超級
正木 嘉美（天理大）

準優勝
熊本 修治（亜細亜大）
渡辺 達也（東洋大）
鴨川 裕美（天理大）
中村 正浩（明治大）
喜多 憲一（東海大）
須貝 等（東海大）
田代 光恭（東海大）

第3回 / 1984年6月2・3日 / 日本武道館
優勝
60kg級
板床 龍哉（日本体育大）
65kg級
才鴈 享（日本体育大）
71kg級
吉鷹 幸春（筑波大）
78kg級
松田 亮一（東海大）
86kg級
西畑 哲司（天理大）
95kg級
羽賀 善夫（天理大）
95kg超級
正木 嘉美（天理大）

準優勝
小沢 雄二（筑波大）
宮崎 孝浩（筑波大）
青野 浩三（明治大）
井上 浩二（中央大）
内藤 請二（大南大）
南井 孝樹（法政大）
渡辺 浩稔（秋田経法大）

第三位
田代秀一郎（日本体育大）
飛崎 哲治（国士大）
足達 栄樹（京産大）
青井 一喜 （中央大）
福島 康雄（中央大）
羽賀 善夫（天理大）
山内 仁（京産大）

二宮
木下
塚田
高山
西畑
広瀬
岡田

第三位
知央（京産大）
充芳（法政大）
信哉（東海大）
勲（福岡大）
哲司（天理大）
伸良（筑波大）
正行（近畿大）

第三位
海野 幸彦（順天堂大）
坂下 誠（筑波大）
鴨川 裕美（天理大）
田川 晋治（日本体育大）
江戸 喜信（天理大）
熊木 優（東海大）
岡田 龍司（近畿大）

第三位
舟川 操（中央大）
木下 充芳（法政大）
久野 裕久（東海大）
橋本 光雄（京産大）
鯨井 甫（東海大）
福島美千行（国士大）
石井 兼輔（天理大）

第三位
加藤 秀一（天理大）
今堀 浩之（明治大）
生田 浩三（京産大）
佐藤 貴紀（近畿大）
三栖 誠司（京産大）
松島享一郎（東海大）
樋川 純（東海大）

第三位
斎藤 光重（天理大）
今堀 浩之（明治大）
古賀 元博（日本体育大）
鏑木 文隆（日本体育大）
野田 勇人（福岡大）
西尾 均（京産大）
樋川 純（東海大）

第4回 / 1985年10月12・13日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
小野 幸司（東海大）
今川 義則（大商大）
65kg級
大熊 正彦（東海大）
村山 晴夫（東海大）
71kg級
青井 久幸（中央大）
秋山 勝彦（福岡大）
78kg級
持田 達人（日本大）
津野 典正（国士大）
86kg級
村田 正夫（東海大）
杉山 照彦（京産大）
95kg級
新井 隆義（日本体育大）
武藤 裕次（天理大）
95kg超級
村上 修司（日本大）
渡辺 浩稔（秋田経法大）

第三位
鴨治 貴司（国士大）
大崎 昭浩（東海大）
佐藤 達也（国士大）
鏑木 文隆 （日本体育大）
梅村 英人（日本大）
木曽 博（日本体育大）
渋谷 恒男（日本大）

第三位
板床 龍哉（日本体育大）
広田 徹郎（日本体育大）
森山 孝臣（東海大）
岩本 孝一（日本体育大）
三好 明広（東海大）
新垣 修 （明治大）
岡田 龍司（近畿大）

第5回 / 1986年10月11・12日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
関水 大八（東海大）
越野 忠則（東海大）
65kg級
丸山 顕志（国士大）
大熊 正彦（東海大）
71kg級
古賀 稔彦（日本体育大）
広川 浩二（日本体育大）
78kg級
鏑木 文隆 （日本体育大）
岩本 孝一 （日本体育大）
86kg級
村田 正夫（東海大）
小倉 正彦（天理大）
95kg級
持田 治也（日本大）
武藤 祐次（天理大）
95kg超級
村上 修司（日本大）
金野 潤（日本大）

第三位
川上 博之（早稲田大）
大崎 昭浩（東海大）
古田 知史（天理大）
佐藤 忠昭 （大体大）
富保 清嗣（近畿大）
本村 竜浩（近畿大）
若山 英夫（拓殖大）

第三位
板床 龍哉（日本体育大）
古賀 元博（日本体育大）
三浦 正彦（早稲田大）
杉山 照彦（京産大）
大沢 達也（上武大）
岩村 衡（拓殖大）
上原 力（日本大）

第6回 / 1987年10月3・4日 / 日本武道館
優勝
60kg級
野口 仁士（京産大）
65kg級
柴田裕二郎（天理大）
71kg級
天本 文雄（明治大）
78kg級
持田 達人（日本体育大）
86kg級
富保 清嗣（近畿大）
95kg級
新垣 修（明治大）
95kg超級
小川 直也（明治大）

第三位
乙黒 靖雄（日本体育大）
柵原 淳（京産大）
清水 伸洋（国際武道大）
近藤 克幸（鹿屋体大）
山本 旗六（日本大）
高山 常久（日本大）
安藤 弥（天理大）

第三位
板床 龍哉（日本体育大）
茨本 悟（京産大）
福間 靖男（日本体育大）
原田 新一（日本体育大）
菅原 健介（明治大）
秋山 勝彦（日本大）
林 広志（近畿大）

準優勝
越野 忠則（東海大）
大熊 正彦（東海大）
手島 信輔（鹿屋体大）
高波 善行（東海大）
飛松 和雄（明治大）
甲斐 康浩（東海大）
金野 潤（日本大）

第7回 /1988年10月8・9日 / 日本武道館
優勝
60kg級
丸山 明（筑波大）
65kg級
大熊 正彦（東海大）
71kg級
古賀 稔彦（日本体育大）
78kg級
吉田 秀彦（明治大）
86kg級
山本 旗六（日本大）
95kg級
飛松 和雄（明治大）
95kg超級
小川 直也（明治大）

準優勝
木下 光之（日本体育大）
太田 博吉（日本体育大）
徳安 秀正（日本体育大）
船渡 敏夫（近畿大）
小林 速人（東海大）
合瀬 勝彦（鹿屋体大）
関根 英之（東海大）

第三位
今川 義則（大商大）
川合 卓司（筑波大）
天本 文雄（明治大）
小久保純史（日本体育大）
早坂 勇人（東北学院大）
児玉 篤（筑波大）
中村 千春（天理大）

第三位
村上 喜則（日本体育大）
山部 伸敏（鹿屋体大）
酒井 英幸（筑波大）
近藤 克幸（鹿屋体大）
石田 輝也（明治大）
柳 英幸（国際武道大）
鳥居 啓治（天理大）

第8回 / 1989年10月7・8日 / 日本武道館
優勝
60kg級
原田 堅一（鹿屋体大）
65kg級
酒井 周治（国際武道大）
71kg級
酒井 英幸（筑波大）
78kg級
吉田 秀彦（明治大）
86kg級
山本 旗六（日本大）
95kg級
秋山 勝彦（日本大）
95kg超級
下出 善紀（東海大）

準優勝
黒田 圭一（筑波大）
鷲見 秀継（筑波大）
杉野健次郎（国士大）
孝富士徳幸（明治大）
佐藤 博信（日本体育大）
竹村 典久（近畿大）
土屋 宏司（大東大）

第三位
森 裕勝（京産大）
山部 信敏（鹿屋体大）
宮本 功三（東海大）
永田 浩二（大商大）
柴田 宗輝（鹿屋体大）
山崎 茂樹（近畿大）
上本 裕祥（日本体育大）

第三位
丸池 徹（東海大）
中西 進（日本体育大）
菅原 信二（専修大）
的場 勉（大東大）
徳田 真三（天理大）
山本 先（流経大）
平沼 義昭（近畿大）

第9回 / 1990年10月6・7日 / 日本武道館
優勝
60kg級
斉藤 泰幸（筑波大）
65kg級
乙部 将彦（鹿屋体大）
71kg級
高越 永吉（国際武道大）
78kg級
吉田 秀彦（明治大）
86kg級
石田 輝也（明治大）
95kg級
甲斐 康浩（東海大）
95kg超級
下出 善紀（東海大）

準優勝
内村 直也（筑波大）
坂口 修二（国士大）
秀島 大介（明治大）
小久保純史（日本体育大）
山本 旗六（明治大）
三好 紀孝（日本大）
養父 直人（天理大）

第三位
乙黒 靖雄（日本体育大）
広瀬 豊彦（福岡大）
藤野 貴之（筑波大）
本田 勝義（筑波大）
中橋 政彦（筑波大）
賀持 道明（日本大）
岡部 喜隆（明治大）

第三位
隈部 佳克（福岡大）
満井 祐樹（福岡大）
関口 敦史（明治大）
富岡 範光（東海大）
正田 竜一（日本体育大）
堺 耕一（福岡大）
三谷浩一郎（近畿大）

第10回 / 1991年 10月5・6日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
原田 堅一（鹿屋体大）
隈部 佳克（福岡大）
65kg級
斎藤 武史（日本体育大）
南保 徳双（国士大）
71kg級
加美 富章（日本体育大）
土屋 好英（日本体育大）
78kg級
本田 勝義（筑波大）
石川 哲也（東海大）
86kg級
中村 佳央（東海大）
橘川 幸治（筑波大）
95kg級
賀持 道明（日本大）
堺 耕一（福岡大）
95kg超級
下出 善紀（東海大）
松本 昌広（明治大）

第三位
木村 勝範（日本体育大）
中村 行成（東海大）
久保啓太郎（埼玉大）
平井 丹（順天堂大）
山田 公一（筑波大）
小倉 弘行（京産大）
斎藤 秀二（日本体育大）

第三位
蹴揚 将行（東海大）
中山 裕司（日本体育大）
清水 雄希（東海大）
岩尾 和宏（天理大）
中嶋 雅常（福岡大）
菊池 傑（日本大）
養父 直人（天理大）

第11回 / 1992年6月27・28日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
板楠 忠士（東海大）
木村 勝範（日本体育大）
65kg級
弓矢 竜太（天理大）
内村 直也（筑波大）
71kg級
秀島 大介（明治大）
清水 雄希（東海大）
78kg級
北田 晃三（東海大）
古賀 拓也（筑波大）
86kg級
中村 佳央（東海大）
後藤 幸治（同志社大）
95kg級
野瀬 守弘（東海大）
北岡 星斗（筑波大）
95kg超級
大漉 賢司（明治大）
小林 広幸（天理大）

第三位
隈部 佳克（福岡大）
和合 徹（順天堂大）
新田 雅史（国際武道大）
富岡 範光（東海大）
立花 直人（東京学芸大）
竹内 栄（明治大）
岩田 桂司（東海大）

第三位
原田 堅一（鹿屋体大）
根岸 豊（日本大）
土屋 好英（日本体育大）
柿原 章男（筑波大）
一ノ宮嗣嘉（福岡大）
菊池 傑（日本大）
松本 昌広（明治大）

第12回 / 1993年6月26・27日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
徳野 和彦（東海大）
芳岡 武（国際武道大）
65kg級
南保 徳双（国士大）
中山 裕司（日本体育大）
71kg級
中村 兼三（東海大）
豊田 宇伸（東海大）
78kg級
鉄谷 竜三（明治大）
三宮 功一（京産大）
86kg級
田邊 勝（日本体育大）
中嶋 康博（鹿屋体大）
95kg級
大原 尚喜（東海大）
宗 真一郎（福岡大）
95kg超級
真喜志慶治（天理大）
竹之下勝正（天理大）

第三位
板楠 忠士（東海大）
南條 充寿（筑波大）
瀬川 洋（筑波大）
尾漾 太輔（東洋大）
奥林 学（天理大）
斉藤 直樹（日本大）
上水研一郎（東海大）

第三位
木村 勝範（日本体育大）
高橋 洋樹（東海大）
曽根 由多（東海大）
藤野 貴之（筑波大）
東山 昌治（流経大）
酒井 伸哉（東海大）
窪田 茂（東海大）

第13回 / 1994年6月25・26日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
野村 忠宏（天理大）
園田 隆二（明治大）
65kg級
弓矢 竜太（天理大）
和合 徹（順天堂大）
71kg級
新田 雅史（国際武道大）
岩川 武久（東海大）
78kg級
中野 陽一（東海大）
梅垣 穂高（東海大）
86kg級
田邊 勝（日本体育大）
藤原 光史（日本体育大）
95kg級
大原 尚喜（東海大）
湊谷 知幹（筑波大）
95kg超級
篠原 信一（天理大）
真喜志慶治（天理大）

第三位
村上 清一（日本体育大）
藤原 誠（鹿屋体大）
豊田 宇伸（東海大）
鉄谷 竜三（明治大）
中嶋 康博（鹿屋体大）
大下 大介（日本大）
小嶋 新太（日本体育大）

第三位
佐藤 敏裕（福岡大）
南條 充寿（筑波大）
中村 兼三（東海大）
中嶋 靖宏（福岡大）
古賀 拓也（筑波大）
木村 剛（日本大）
窪田 茂（東海大）

第14回 / 1995年6月24・25日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
徳野 和彦（東海大）
堤 時貞（国士大）
65kg級
鳥居 智男（東海大）
松田 哲也（天理大）
71kg級
中村 兼三（東海大）
矢野 智彦（国際武道大）
78kg級
窪田 和則（国士大）
城宝 忠信（日本体育大）
86kg級
有川 光誠（日本大）
藤原 光史（日本体育大）
95kg級
小齊 武志（福岡大）
深川孝太郎（東海大）
95kg超級
真喜志慶治（天理大）
窪田 茂（東海大）

第三位
小見川道浩（国際武道大）
島津 宏基（松山大）
橋本 克美（日本体育大）
内藤 寿是（福岡大）
近藤 秀作（中央大）
繁昌 久哲（東海大）
村元 辰寛（天理大）

第三位
関口 幸三（日本体育大）
花岡 耕司（福岡教育大）
佐藤 亮（日本体育大）
中野 陽一（東海大）
青沼 康之（中央大）
細井 明宏（日本大）
小嶋 新太（日本体育大）

第15回 / 1996年6月22・23日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
徳野 和彦（東海大）
関口 幸三（日本体育大）
65kg級
中村 範政（日本体育大）
松田 哲也（天理大）
71kg級
佐藤 亮（日本体育大）
秋山 成勲（近畿大）
78kg級
瀧本 誠（日本大）
大山 利幸（国際武道大）
86kg級
藤田 博臣（東海大）
近藤 秀作（中央大）
95kg級
繁昌 久哲（東海大）
南波 利治（筑波大）
95kg超級
上口 孝太（日本大）
猿渡 琢海（明治大）

第三位
小室 宏二（筑波大）
島津 宏基（松山大）
鈴木 康弘（流経大）
窪田 和則（国士大）
澤口 亮太（日本体育大）
坂本 大記（國学院大）
高橋 宏明（中央大）

第三位
堤 時貞（国士大）
松田 智彦（金沢工大）
宝 実（福岡大）
平岩 朋二（中央大）
宮里 心太郎（日本体育大）
大熊 康之（国士大）
瀬川 泰寛（天理大）

第16回 / 1997年6月21・22日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
関口 幸三（日本体育大）
石井 一行（日本体育大）
65kg級
浅見 重紀（天理大）
田中 亮平（京産大）
71kg級
安達 春樹（東海大）
橋本 克美（日本体育大）
78kg級
窪田 和則（国立大）
塘内 将彦（国士大）
86kg級
近藤 秀作（中央大）
三矢 諭（中央大）
95kg級
井上 智和（明治大）
大下 大介（日本大）
95kg超級
井上 康生（東海大）
福山 智幸（東海大）

第三位
小室 宏二（筑波大）
三輪 智久（日本大）
本田 俊朗（東海大）
伊藤 勇（国士大）
長村 一慶（大東大）
中山 三雄（天理大）
高橋 宏明（中央大）

第17回 / 1998年6月20・21日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
堤 時貞（国士大）
江種 辰明（天理大）
66kg級
小見川道浩（国際武道大）
田中 亮平（京産大）
73kg級
安達 春樹（東海大）
橋本 克美（日本体育大）
81kg級
廣川 充志（中央大）
高橋 泰弘（国際武道大）
90kg級
飛塚 雅俊（東海大）
三矢 諭（中央大）
100kg級
井上 康生（東海大）
高橋 朋也（国士大）
100kg超級
高橋 宏明（中央大）
上口 孝太（日本大）

第三位
清水 義光（国士大）
松尾 圭二（福岡大）
松永 晃（日本体育大）
本田 勝隆（徳山大）
斎藤 制剛（国士大）
近野 貞治（国士大）
小塚 義隆（東海大）

第三位
内柴 正人（国士大）
花沢 裕之（東海大）
都田 茂樹（松山大）
塘内 将彦（国士大）
藤原 康博（京産大）
佐賀純一郎（福岡大）
佐藤 昭彦（天理大）

第18回 / 1999年10月2・3日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
清水 義光（国士大）
内柴 正人（国士大）
66kg級
小室 宏二（筑波大）
谷田祐一郎（国際武道大）
73kg級
斎藤 順道（国士大）
宝 実（福岡大）
81kg級
野瀬 英豪（埼玉大）
坂本 道人（筑波大）
90kg級
飛塚 雅俊（東海大）
斎藤 制剛（国士大）
100kg級
鈴木 桂治（国士大）
加藤 博仁（国士大）
100kg超級
上杉 昭文（東海大）
平井浩一郎（筑波大）

第三位
古根川 実（東海大）
坂口 洋和（東洋大）
松永 晃（日本体育大）
土田 竜彦（國学院大）
野口 達志（筑波大）
谷口 望（東海大）
落合 功（中央大）

第三位
菅野 幸大（松山大）

増永
安井
川下
奥村
斎藤
谷口
宮内

第三位
光俊（専修大）
正則（大体大）
裕一（法政大）
俊樹（明治大）
制剛（国士大）
繁晴（中央大）
寛二（東海大）

山本 武（東海大）
野村 洋治（東海大）
竹下 忠良（日本体育大）
桑原 和寿（福岡大）
市ノ渡秀一（国士大）

第19回 / 2000年10月7・８日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
内柴 正人（国士大）
小川 武志（日本体育大）
66kg級
北川 勝広（東海大）
坂田 洋和（東洋大）
73kg級
斎藤 順道（国士大）
高松 正裕（筑波大）
81kg級
小野 卓志（筑波大）
野瀬 英豪（埼玉大）
90kg級
矢嵜 雄大（明治大）
手塚 勝彦（山梨学院大）
100kg級
鈴木 桂治（国士大）
中村 和裕（国際武道大）
100kg超級
棟田 康幸（明治大）
上杉 昭文（東海大）
第20回 / 2001年10月6・7日 / 日本武道館
優勝
60kg級
佐々木伸次朗（日本大）
66kg級
寺居 高志（明治大）
73kg級
石川 美久（筑波大）
81kg級
小野 卓志（筑波大）
90kg級
泉 浩（明治大）
100kg級
飯銅 崇晋（明治大）
100kg超級
高井 洋平（国士大）

準優勝
早見 考道（東海大）
重松 誠司（東海大）
荒平 佳也（東和大）
鈴木 貴士（東海大）
奥島 曜（龍谷大）
笹倉 孝幸（天理大）
虷沢 優太（日本大）

第21回 / 2002年6月22・23日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
米富 和郎（天理大）
佐々木伸次朗（日本大）
66kg級
寺居 高志（明治大）
明光俊太郎（埼玉大）
73kg級
橋口 幸治（東海大）
高橋 慶一（筑波大）
81kg級
小野 卓志（筑波大）
鈴木 貴士（東海大）
90kg級
泉 浩（明治大）
宮城 充宏（明治大）
100kg級
長利 功三（東海大）
江藤 大暁（山梨学院大）
100kg超級
高井 洋平（国士舘大）
虷沢 優太（日本大）

第三位
石松 和資（天理大）
西野 公章（明治大）
山本 武（東海大）
速水 健吉（近畿大）
筒井 宏樹（天理大）
桶谷 忠司（東海大）
市ノ渡秀一（国士大）

第三位
中野 憲治（福岡工大）
米富 隆史（天理大）
石村 大祐（東海大）
中馬場慎剛（山梨学院大）
野口 達志（筑波大）
田邊 政充（中央大）
生田 秀和（筑波大）

第三位
小川 武志（日本体育大）
坂口 洋和（東洋大）
早川 憲幸（明治大）
竹森 誠也（山梨学院大）
上坂 正語（国士大）
江藤 大暁（山梨学院大）
大藤 尚哉（日本体育大）

第三位
米富 和郎（天理大）
米富 隆史（天理大）
櫻田 善幸（青山学院大）
澤田 季浩（中央大）
松本 倫治（京都産業大）
本郷 匡道（帝京大）
市ノ渡秀一（国士大）

第三位
高橋 寿正（桐蔭横浜大）
鳥入 孝仁（近畿大）
早川 憲幸（明治大）
山下 亮（福岡大）
小野 俊教（東海大）
今井 敏博（東海大）
遠藤 剛（東海大）

第三位
中野真太郎（中央大）
日下 徹朗（国際武道大）
園田 悠二（東海大）
仲田 直樹（筑波大）
後藤 邦彦（近畿大）
本郷 匡道（帝京大）
大藤 尚哉（日本体育大）

第22回 / 2003年10月4・5日 / 日本武道館
優勝
準優勝
60kg級
平岡 拓晃（筑波大）
浅野 大輔（東海大）
66kg級
小山田和行（日本体育大）
寺居 高志（明治大）
73kg級
渡辺 一貴（明治大）
稲澤 真人（天理大）
81kg級
百瀬 晃士（国士舘大）
鈴木 貴士（東海大）
90kg級
小野 俊教（東海大）
増渕 樹（東海大）
100kg級
本郷 匡道（帝京大）
江藤 大暁（山梨学院大）
100kg超級
鈴木 龍（国士舘大）
片渕 慎弥（国士舘大）

第三位
高橋 寿正（桐蔭横浜大）
梅津 敏昭（東海大）
橋口 幸治（東海大）
吉永 慎也（国士舘大）
竹澤 稔裕（筑波大）
穴井 隆将（天理大）
里山 康仁（中央大）

第三位
和泉 強志（国士舘大）
古賀 博輝（福岡大）
海老沼 聖（明治大）
浦瀬 泰司（京都産業大）
白井 洋典（日本体育大）
坂本 雄太（中央大）
岩上 真琴（国士舘大）

第23回 / 2004年10月2・3日 / 日本武道館
優勝
60kg級
米富 和郎（天理大）
66kg級
小山田和行（日本体育犬）
73kg級
海老沼 聖（明治大）
81kg級
有留 秀宜（国士舘大）
90kg級
増渕 樹（東海大）
100kg級
穴井 隆将（天理大）
100kg超級
片渕 慎弥（国士舘大）

準優勝
福岡 政章（東海大）
古賀 博輝（福岡大）
渡辺 一貴（明治大）
吉永 慎也（国士舘大）
今井 敏博（東海大）
本郷 光通（中央大）
立山 広喜（国士舘大）

第三位
田中 誠（明治大）
伊藤 裕介（日本体育大）
河野 勇人（近畿大）
谷口 徹（東海大）
青木 勝士（東海大）
坂本 雄太（中央大）
里山 裕晃（中央大）

第三位
三村 賢吾（国士舘大）
戸川 博文（国士舘大）
長岡 俊介（国士舘大）
河原 正太（明治大）
上坂 正語（国士舘大）
後小路裕朗（東海大）
木村 純（中央大）

第24回 / 2005年10月1・2日 / 日本武道館
優勝
60kg級
福岡 政章（東海大）
66kg級
秋本 啓之（筑波大）
73kg級
海老沼 聖（明治大）
81kg級
有留 秀宜（国士舘大）
90kg級
青木 勝士（東海大）
100kg級
穴井 隆将（天理大）
100kg超級
村上 和幸（東海大）

準優勝
田中 誠（明治大）
梅津 敏昭（東海大）
成田 泰崇（国士舘大）
加藤 博剛（国士舘大）
竹澤 稔裕（筑波大）
本郷 光道（中央大）
立山 広喜（国士舘大）

第三位
室岡 雅典（東海大）
宮田 雄大（明治大）
千葉 大介（國學院大）
山本 泰三（九州大）
森本 翔太（筑波大）
猪又 秀和（東海大）
高橋 和彦（国士舘大）

第三位
高濱 克有（国士舘大）
榎本 収（東海大）
金岡 真司（東海大）
法兼 真（筑波大）
馬場 大輔（筑波大）
後小路 裕朗（東海大）
鈴木 龍（国士舘大）

