
36th All Japan Sambo Championship  　①所属　②生年月日・年齢　③身長　④体重　⑤実績他

大石 健二 オオイシ  ケンジ

小野寺 基泰 オノデラ  モトヒロ

渡辺 和久 ワタナベ  カズヒサ

河澄 亮祐 カワスミ  リョウスケ

中島 涼 ナカジマ  リョウ

天野 正道 アマノ  マサミチ

櫻井 洋行 サクライ  ヒロユキ

八重樫 大輔 ヤエガシ  ダイスケ

①三多摩サンボスクール

③162 cm   ④54 kg   ⑤柔道四段

①スポーツ会館

②1972年1月27日生・38歳

②1993年2月19日生・17歳

③162 cm   ④52 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会エスポ57kg級2位

2010東日本サンボ選手権大会57kg級1位

2009全日本学生サンボ選手権大会57kg

級1位   柔道初段

①サンボアカデミーしまね

②1975年10月23日生・34歳

①木口道場

②1985年2月23日生・25歳

②1976年8月23日生・33歳

③160 cm   ④62 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会52kg級1位   2008全日

本サンボ選手権大会52kg級2位   2010

東日本サンボ選手権大会57kg級2位

①木口道場

②1967年9月2日生・42歳

①スポーツ会館

②1967年12月20日生・42歳

③157 cm   ④53.5 kg   ⑤2009全日本

サンボ選手権大会52kg級2位   柔道初

段   レスリング弐段

③163 cm   ④54 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会52kg級3位   2008全日

本サンボ選手権大会52kg級1位   2007

全日本サンボ選手権大会52kg級1位

2006全日本サンボ選手権大会52kg級1位

①横浜サンボアカデミー

②1983年4月3日生・27歳

③-   ④   ⑤

③163 cm   ④57 kg   ⑤

①木口道場

シニア５２ｋｇ級

シニア５７ｋｇ級

伊藤 要 イトウ  ヨウ

岡崎 浩史郎 オカザキ  コウシロウ

鈴木 岳男 スズキ  タケオ

稲葉 雄基 イナバ  ユウキ

柴生田 大輔 シボウタ  ダイスケ

守屋 直樹 モリヤ  ナオキ

松江 宜彦 マツエ  ヨシヒコ

鈴木 隆友 スズキ  タカトモ

③167 cm   ④60 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会57kg級2位   サンボ弐

段   柔道初段

①塩原サンボスクール

②1977年3月28日生・33歳

③168 cm   ④63 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会57kg級1位   2008全日

本サンボ選手権大会57kg級3位

①三多摩サンボスクール

②1984年11月24日生・25歳

③   ④   ⑤2008全日本サンボ選手権

大会57kg級3位

①TEAM KAZE

②1985年6月8日生・25歳

③164 cm   ④62 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会57kg級3位   2009東日

本サンボ選手権大会62kg級2位   第１

回サンボトライアルリーグ57kg級1位

柔道弐段

①木口道場

②1982年8月16日生・27歳

③168 cm   ④66 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会62kg級2位   2010東日

本サンボ選手権大会62kg級2位   柔道

初段

①スポーツ会館

②1974年10月25日生・35歳

③167 cm   ④63 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会57kg級3位

①Ｍ－ＷＯＲＫＳ

②1965年8月13日生・44歳

③162 cm   ④65 kg   ⑤2009東日本サ

ンボ選手権大会62kg級3位

①蒲田サンボアカデミー

②1977年5月20日生・33歳

③170 cm   ④61 kg   ⑤2008東日本サ

ンボ選手権大会57kg級2位

①山田スポーツクラブ

②1982年8月15日生・27歳

松本 秀彦 マツモト  ヒデヒコ

植松 直哉 ウエマツ  ナオヤ

田村 裕之 タムラ  ヒロユキ

金 大成 キム  デソン

小野瀬 雅仁 オノセ  マサヒト

特格希徳力根 テゴシデリゴロ

③175 cm   ④62 kg   ⑤2008全日本サ

ンボ選手権大会62kg級3位

①クロスポイント

②1978年9月10日生・31歳

③162 cm   ④68 kg   ⑤2008全日本サ

ンボ選手権大会68kg級1位   サンボ初

段   柔道参段   ブラジリアン柔術黒

帯初段

①スポーツ会館

①木口道場

②1972年8月10日生・37歳

③168 cm   ④65 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会62kg級1位   2008全日

本サンボ選手権大会62kg級1位   2008

世界サンボ選手権大会62kg級3位   全

日本サンボ選手権62kg級11回連続優勝

①日本ウェルネススポーツ専門学校

③   ④   ⑤

①クロスポイント

②1986年7月6日生・23歳

③172 cm   ④65 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会62kg級3位   2008全日

本サンボ選手権大会62kg級2位   柔道

弐段

シニア６２ｋｇ級

②1984年11月17日生・25歳

③   ④65 kg   ⑤

②1982年3月18日生・28歳

③165.5 cm   ④64 kg   ⑤2010東日本

サンボ選手権大会62kg級3位   大田区

レスリング大会1位   レスリング国体

東京予選3位

①ＳＫアブソリュート

②1979年11月25日生・30歳



36th All Japan Sambo Championship  　①所属　②生年月日・年齢　③身長　④体重　⑤実績他

大原 裕樹 オオハラ  ユウキ

石田 一 イシダ  ハジメ

井上 泰仁 イノウエ  ヤスヒト

長友 良太 ナガトモ  リョウタ

工藤 修久 クドウ  ノブヒサ

犬飼 智之 イヌカイ  トモユキ

鈴木 康裕 スズキ  ヤスヒロ

中易 俊之 ナカヤス  トシユキ

①スポーツ会館

②1982年2月22日生・28歳

③168 cm   ④70 kg   ⑤2010東日本サ

ンボ選手権大会74kg級3位   H15静岡県

大学高専柔道大会68kg級1位   柔道弐

段

①桜美林大学

②1989年10月9日生・20歳

③170 cm   ④71 kg   ⑤柔道初段

全国高校アームレスリング大会80kg級

レフトハンドの部2位

①アンプラグド国分寺

②1975年3月22日生・35歳

③168 cm   ④70 kg   ⑤サンボ参段

柔道弐段   柔術茶帯

①スポーツ会館

②1972年12月7日生・37歳

②1978年6月14日生・32歳

③171 cm   ④71 kg   ⑤サンボ初段

①スポーツ会館

②1972年3月12日生・38歳

①誠心館 格闘クラブ

②1987年10月17日生・22歳

③175 cm   ④74 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会68kg級3位   2008全日

本サンボ選手権大会68kg級3位   サン

ボ初段

①ポゴナクラブジム

③173 cm   ④68 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会68kg級1位   2008全日

本サンボ選手権大会68kg級2位   2010

東日本サンボ選手権大会68kg級1位

柔道初段

①新潟サンボクラブ

②1978年8月3日生・31歳

③172 cm   ④70 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会68kg級2位   2008全日

本サンボ選手権大会68kg級3位   柔道

初段   レスリング初段

シニア６８ｋｇ級

尾藤 広光 ビトウ  ヒロミツ

佐藤 一範 サトウ  カズノリ

杜山 英一郎 モリヤマ  エイイチロウ

森 不二夫 モリ  フジオ

椿 大介 ツバキ  ダイスケ

久郷 上総 クゴウ  カズサ

秋谷 和樹 アキヤ  カズキ

那仁通拉嘎 ナラントンラガ

青木 豊成 アオキ  トヨナリ

③171 cm   ④69 kg   ⑤2009サンボフ

レッシュマンズカップ68kg級2位   柔

道初段

②1977年11月5日生・32歳

③167 cm   ④72 kg   ⑤2010東日本サ

ンボ選手権大会68kg級3位

①Ｍ－ＷＯＲＫＳ

②1967年7月14日生・42歳

③175 cm   ④70 kg   ⑤サンボ初段

柔道弐段   レスリング参段

①木口道場

①蒲田サンボアカデミー

②1968年4月8日生・42歳

③165 cm   ④66 kg   ⑤

①横浜サンボアカデミー

②1971年4月11日生・39歳

③167 cm   ④67 kg   ⑤2010東日本サ

ンボ選手権大会68kg級2位   柔道四段

①横浜サンボアカデミー

②1972年3月29日生・38歳

③170 cm   ④68 kg   ⑤

①クロスポイント

②1989年5月9日生・21歳

③   ④   ⑤柔道初段   ブラジリアン

柔術青帯

①東海大学

②1988年7月1日生・22歳

③170 cm   ④70 kg   ⑤2009全日本学

生サンボ選手権大会68kg級3位   レス

リング初段

①モンゴル ブフ クラブ

②1986年2月18日生・24歳

③   ④   ⑤

①三多摩サンボスクール

②1977年5月7日生・33歳

③   ④   ⑤

中島 大輔 ナカジマ  ダイスケ

谷 泰雄 タニ  ヤスオ

小野 卓弥 オノ  タクヤ

梨本 隆 ナシモト  タカシ

スイレト スイレト

嘉見 俊宏 カミ  トシヒロ

明先 俊太郎 ミョウセン  シュンタロウ

黒沼 宗孝 クロヌマ  ムネタカ

岡 晴彦 オカ  ハルヒコ

①三多摩サンボスクール

②1976年9月14日生・33歳

③175 cm   ④70 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会68kg級3位   2010東日

本サンボ選手権大会68kg級3位   柔道

参段

①スポーツ会館

②1974年3月11日生・36歳

③171 cm   ④72 kg   ⑤

①おの整骨院

②1970年1月4日生・40歳

③170 cm   ④73 kg   ⑤柔道四段

①塩原サンボスクール

②1987年5月2日生・23歳

③174 cm   ④75 kg   ⑤サンボ初段

①M's-DOJO

③   ④   ⑤柔道参段

①日本ウェルネススポーツ専門学校

②1982年3月13日生・28歳

③   ④69 kg   ⑤

シニア７４ｋｇ級

③171 cm   ④76 kg   ⑤第1回サンボ

トライアルリーグ74kg級1位   柔道初

段

①山田スポーツクラブ

②1970年7月4日生・39歳

③   ④   ⑤2009全日本サンボ選手権

大会74kg級2位

②1981年6月7日生・29歳

③171 cm   ④75 kg   ⑤2008全日本サ

ンボ選手権大会74kg級1位

①横浜サンボアカデミー

②1972年7月16日生・37歳

①スポーツ会館

②1980年9月13日生・29歳



36th All Japan Sambo Championship  　①所属　②生年月日・年齢　③身長　④体重　⑤実績他

田辺 春夫 タナベ  ハルオ

李 大暎 イ  デヨン

パスキエ トーマス パスキエ  トーマス

野口 岳人 ノグチ  タケト

高松 宗史郎 タカマツ  シュウジロウ

遠藤 俊平 エンドウ  シュンペイ

小野瀬 拓見 オノセ  タクミ

勢田 誠一 セタ  セイイチ

山下 和紀 ヤマシタ  カズノリ

①SKアブソリュート さいたま

②1979年2月7日生・31歳

③177 cm   ④80 kg   ⑤2007東日本サ

ンボ選手権大会74kg級1位   柔道参段

①ＳＫアブソリュート

②1983年8月31日生・26歳

③175 cm   ④77 kg   ⑤

①Team Odaka

②

③   ④   ⑤2010東日本サンボ選手権

大会74kg級1位   柔道初段

①TRIAL

②1988年4月3日生・22歳

③   ④0 kg   ⑤柔道初段

①スポーツ会館

②1988年1月17日生・22歳

③170 cm   ④74 kg   ⑤2010東日本サ

ンボ選手権大会74kg級3位   柔道弐段

①木口道場

②1986年1月19日生・24歳

③168 cm   ④80 kg   ⑤2009フレッ

シュマンズカップ74kg級1位   2010東

日本サンボ選手権大会74kg級2位   柔

道初段

①蒲田サンボアカデミー

②1970年10月15日生・39歳

①菊地商店

②1987年11月12日生・22歳

③178 cm   ④82 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会82kg級1位   柔道弐段

①TEAM KAZE

②1973年9月27日生・36歳

③180 cm   ④82 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会82kg級2位   2008全日

本サンボ選手権大会82kg級2位   サン

ボ参段   柔道参段

シニア８２ｋｇ級

小野 栄一郎 オノ  エイイチロウ

上条 裕二 カミジョウ  ユウジ

照井 新矢 テルイ  シンヤ

菊地 嘉幸 キクチ  ヨシユキ

小澤 幸康 オザワ  ユキヤス

笠原 丈幸 カサハラ  タケユキ

手塚 勝彦 テツカ  カツヒコ

大堀 竜二 オオホリ  リュウジ

榊原 啓三 サカキバラ  ケイゾウ

①スポーツ会館

②1978年3月27日生・32歳

③170 cm   ④80 kg   ⑤2010東日本サ

ンボ選手権大会82kg級1位

①スポーツ会館

②1972年7月19日生・37歳

③183 cm   ④81 kg   ⑤柔道弐段

③178 cm   ④95 kg   ⑤2008全日本サ

ンボ選手権大会エスポ82kg級3位   柔

道初段

①三多摩サンボスクール

②1986年8月6日生・23歳

③176 cm   ④83 kg   ⑤

①菊地商店

②1978年5月3日生・32歳

③180 cm   ④90 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会90kg級1位   柔道五段

H15全国警察柔道選手権90kg級2位

H15柔道全日本B強化選手

①TEAM KAZE

①無所属

②1979年3月14日生・31歳

③183 cm   ④90 kg   ⑤H12全日本柔

道体重別選手権3位   柔道五段

②1977年6月24日生・33歳

③170 cm   ④105 kg   ⑤2009全日本

サンボ選手権大会90kg級2位   2008全

日本サンボ選手権大会90kg級2位

①M's-DOJO

②1980年6月10日生・30歳

シニア９０ｋｇ級

②1969年1月16日生・41歳

①TRIAL

②1975年5月15日生・35歳

③   ④   ⑤柔道四段   茨城県大会優

勝

①木口道場

③177 cm   ④93 kg   ⑤

田矢 信二 タヤ  シンジ

千葉 記位 チバ  ノリタカ

水戸 芳光 ミト  ヨシミツ

鈴木 圭祐 スズキ  ケイスケ

平野 賢人 ヒラノ  ケント

豊田 虎徹 トヨダ  コテツ

小貝 大介 コガイ  ダイスケ

①無所属

②1976年5月31日生・34歳

③175 cm   ④110 kg   ⑤2009全日本

サンボ選手権大会100kg級1位   2008全

日本サンボ選手権大会100kg級3位   柔

道四段

①Team Odaka

③176 cm   ④95 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会90kg級3位   2008全日

本サンボ選手権大会90kg級1位   柔道

四段

①スポーツ会館

②1978年9月9日生・31歳

③178 cm   ④95 kg   ⑤

①ＳＫアブソリュート

②1973年11月26日生・36歳

②1990年1月17日生・20歳

③181 cm   ④95 kg   ⑤2010東日本サ

ンボ選手権大会+90kg級2位   柔道弐段

①無所属

②1984年8月5日生・25歳

③180 cm   ④95 kg   ⑤2009全日本学

生サンボ選手権大会+90kg級2位   柔道

参段

①TEAM 獣

②1981年6月1日生・29歳

③185 cm   ④125 kg   ⑤関東学生柔

道優勝大会団体戦優勝 個人戦準優勝

講道館杯出場   元柔道強化選手

シニア＋１００ｋｇ級

①菊地商店

②1980年11月21日生・29歳

③180 cm   ④105 kg   ⑤2009全日本

サンボ選手権大会+100kg級1位   柔道

全日本Jr体重別5位 全日本学生5位 講

道館杯出場   柔道四段

シニア１００ｋｇ級

③170 cm   ④95 kg   ⑤2008全日本サ

ンボ選手権大会90kg級2位



36th All Japan Sambo Championship  　①所属　②生年月日・年齢　③身長　④体重　⑤実績他

三谷 健 ミタニ  ケン

時田 賢基 トキタ  マサキ

島﨑 大 シマサキ  ヒロシ

佐伯 晋介 サエキ  シンスケ

町田 充 マチダ  ミツル

徳山 諭吉 トクヤマ  ユキチ

中川 哲志 ナカガワ  サトシ

中村 遼太郎 ナカムラ  リョウタロウ

①寒川柔友会

②1973年2月2日生・37歳

③   ④   ⑤柔道五段

①日本ウェルネススポーツ専門学校

②1991年7月18日生・18歳

ジュニア６２ｋｇ級

③162 cm   ④66 kg   ⑤ハワリンバヤ

ル2010モンゴル相撲大会出場

①大阪経済法科大学

②1990年3月9日生・20歳

③172 cm   ④62 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会エスポ62kg級３位

2008全日本サンボ選手権大会エスポ

57kg級１位   少林寺拳法初段

①大阪経済法科大学

②1991年4月21日生・19歳

③174.5 cm   ④62.5 kg   ⑤

①八戸工業大学

②1991年2月21日生・19歳

③169 cm   ④64 kg   ⑤柔道初段

①ポゴナクラブジム

②1990年5月2日生・20歳

ジュニア７４ｋｇ級

③175 cm   ④75 kg   ⑤ブラジリアン

柔術青帯   第11回全日本ブラジリアン

柔術選手権大会アダルト青帯レーヴィ

級3位

①大阪商業大学

②1991年9月30日生・18歳

③   ④   ⑤柔道弐段

①八戸工業大学

ジュニア８２ｋｇ級

②1990年12月12日生・19歳

③174 cm   ④82 kg   ⑤柔道初段

北条 清矢 ホウジョウ  セイヤ

佐々木 太一 ササキ  タイチ

川端 拓馬 カワバタ  タクマ

油谷 麻央 アブラタニ  マオ

戸川 拓耶 トガワ  タクヤ

金城 義恒 キンジョウ  ヨシツネ

八木沼 志保 ヤギヌマ  シホ

①大阪商業大学

①八戸工業大学

②1990年11月13日生・19歳

③168 cm   ④80 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会エスポ82kg級3位   第

13回サンボフレッシュマンズカップ

82kg級１位   柔道初段

②1991年7月1日生・19歳

③170 cm   ④80 kg   ⑤柔道弐段

①桜美林大学

②1990年1月31日生・20歳

③174 cm   ④83 kg   ⑤柔道弐段

神奈川県高校柔道新人戦個人ベスト16

第6回全国高校アームレスリング選手権

男子団体レフトハンドの部5位

①アンプラグド国分寺

②1974年4月24日生・36歳

③157 cm   ④48 kg   ⑤2009全日本サ

ンボ選手権大会女子48kg級１位   2008

全日本サンボ選手権大会女子48kg級１

位

②1990年5月16日生・20歳

③181 cm   ④92 kg   ⑤

①大阪商業大学

②1991年5月16日生・19歳

ジュニア９０ｋｇ級

ジュニア＋１００ｋｇ級

女子４８ｋｇ級

③177 cm   ④125 kg   ⑤柔道初段

沖縄県高校総体柔道個人の部100kg超級

優勝

①大阪商業大学

②1991年6月2日生・19歳

③   ④   ⑤柔道弐段

①八戸工業大学
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