
平成平成平成平成１９１９１９１９年度大阪国際親善柔道大会年度大阪国際親善柔道大会年度大阪国際親善柔道大会年度大阪国際親善柔道大会     

 

    目目目目        的的的的        柔道柔道柔道柔道をををを通通通通じてのじてのじてのじての国際親善国際親善国際親善国際親善とととと相互理解相互理解相互理解相互理解をををを目的目的目的目的とするとするとするとする 

 

    日日日日        時時時時        平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時開始時開始時開始時開始 

 

    場場場場        所所所所        大阪市立修道館大阪市立修道館大阪市立修道館大阪市立修道館 

                            大阪市中央区大阪城大阪市中央区大阪城大阪市中央区大阪城大阪市中央区大阪城２２２２－－－－１１１１    TELTELTELTEL    06060606----6941694169416941----1523152315231523 
 

    主主主主        催催催催        大阪国際柔道友好会大阪国際柔道友好会大阪国際柔道友好会大阪国際柔道友好会（ＫＩＷＩ（ＫＩＷＩ（ＫＩＷＩ（ＫＩＷＩ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＳＡＫＡ）ＯＳＡＫＡ）ＯＳＡＫＡ）ＯＳＡＫＡ） 

 

                                    ２０２０２０２０ケケケケ国国国国２１５２１５２１５２１５名名名名のののの参加参加参加参加 

 

結果記録結果記録結果記録結果記録 

 

    １６１６１６１６歳未満歳未満歳未満歳未満のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        金金金金    贊珪贊珪贊珪贊珪    (14)((14)((14)((14)(初初初初    KOR)KOR)KOR)KOR) 

準優勝準優勝準優勝準優勝        林林林林    佑磨佑磨佑磨佑磨  (14)(  (14)(  (14)(  (14)(初初初初    JPN)JPN)JPN)JPN) 

第三位第三位第三位第三位        松雪松雪松雪松雪    直斗直斗直斗直斗  (14)(  (14)(  (14)(  (14)(初初初初    JPN)JPN)JPN)JPN)   末広末広末広末広    聖聖聖聖  (14)(  (14)(  (14)(  (14)(初初初初    JPN)JPN)JPN)JPN) 
 

    １６１６１６１６歳以上歳以上歳以上歳以上２０２０２０２０歳未満歳未満歳未満歳未満のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        李李李李    大史大史大史大史    (18)((18)((18)((18)(弐弐弐弐    KOR)KOR)KOR)KOR) 

準優勝準優勝準優勝準優勝   莊莊莊莊    宗諱宗諱宗諱宗諱  (19)(  (19)(  (19)(  (19)(２２２２    TAI)TAI)TAI)TAI) 

第三位第三位第三位第三位        鈴木鈴木鈴木鈴木    竜也竜也竜也竜也    (19)((19)((19)((19)(初初初初    JPN)  JPN)  JPN)  JPN)  林林林林    智遠智遠智遠智遠    (19)((19)((19)((19)(初初初初    TAI)TAI)TAI)TAI) 
 

    ２０２０２０２０歳以上歳以上歳以上歳以上２５２５２５２５歳未満歳未満歳未満歳未満のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        李李李李    輪国輪国輪国輪国  (23)(  (23)(  (23)(  (23)(４４４４    KOR)KOR)KOR)KOR) 

準優勝準優勝準優勝準優勝        金金金金    鐘律鐘律鐘律鐘律  (24)(  (24)(  (24)(  (24)(３３３３    KOR)KOR)KOR)KOR) 

第三位第三位第三位第三位        安安安安    俊燮俊燮俊燮俊燮  (22)(  (22)(  (22)(  (22)(３３３３    KOR)  KOR)  KOR)  KOR)  平野平野平野平野    喜彦喜彦喜彦喜彦  (23)(  (23)(  (23)(  (23)(参参参参    JPN)JPN)JPN)JPN) 
 

    ２５２５２５２５歳以上歳以上歳以上歳以上３０３０３０３０歳未満歳未満歳未満歳未満のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        金金金金    大健大健大健大健    (26)((26)((26)((26)(４４４４    KOR)  KOR)  KOR)  KOR)   

準優勝準優勝準優勝準優勝   金金金金    聖敏聖敏聖敏聖敏  (26)(  (26)(  (26)(  (26)(４４４４    KOR)KOR)KOR)KOR) 

第三位第三位第三位第三位        浅井浅井浅井浅井    清照清照清照清照 (29)( (29)( (29)( (29)(参参参参    JPN)  JPN)  JPN)  JPN)  増田増田増田増田    卓卓卓卓  (28)(  (28)(  (28)(  (28)(四四四四    JPN)JPN)JPN)JPN) 
 

    ３０３０３０３０歳代歳代歳代歳代のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        朴朴朴朴    大盛大盛大盛大盛  (33)(  (33)(  (33)(  (33)(５５５５    KOR)KOR)KOR)KOR) 

準優勝準優勝準優勝準優勝        柳柳柳柳    丁錫丁錫丁錫丁錫  (30)(  (30)(  (30)(  (30)(４４４４    KOR)KOR)KOR)KOR) 

第三位第三位第三位第三位        中野中野中野中野    博之博之博之博之  (31)(  (31)(  (31)(  (31)(四四四四    JPN)  Mick Catajar  (38)(JPN)  Mick Catajar  (38)(JPN)  Mick Catajar  (38)(JPN)  Mick Catajar  (38)(４４４４    AUS)AUS)AUS)AUS) 
 

 



    ４０４０４０４０歳代歳代歳代歳代のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        早野早野早野早野    篤伺篤伺篤伺篤伺  (40)(  (40)(  (40)(  (40)(参参参参    JPN)  JPN)  JPN)  JPN)   

準優勝準優勝準優勝準優勝  Miyasato Eduardo Hideki (40)(  Miyasato Eduardo Hideki (40)(  Miyasato Eduardo Hideki (40)(  Miyasato Eduardo Hideki (40)(弐弐弐弐    BRA)BRA)BRA)BRA) 

第三位第三位第三位第三位        山本山本山本山本    泰助泰助泰助泰助  (42)(  (42)(  (42)(  (42)(参参参参    JPN)    JPN)    JPN)    JPN)    小出小出小出小出    康雄康雄康雄康雄  (43)(  (43)(  (43)(  (43)(参参参参    JPN)JPN)JPN)JPN) 
 

    ５０５０５０５０歳代歳代歳代歳代のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        平野平野平野平野    相徳相徳相徳相徳  (55)(  (55)(  (55)(  (55)(六六六六    JPN)JPN)JPN)JPN) 

準優勝準優勝準優勝準優勝        吉永吉永吉永吉永    豊貴豊貴豊貴豊貴  (59)(  (59)(  (59)(  (59)(五五五五 JPN) JPN) JPN) JPN) 

第三位第三位第三位第三位        紀野紀野紀野紀野    修二修二修二修二  (56)(  (56)(  (56)(  (56)(四四四四 JPN)   JPN)   JPN)   JPN)  山田山田山田山田    龍一龍一龍一龍一  (50)(  (50)(  (50)(  (50)(弐弐弐弐    JPN)JPN)JPN)JPN) 
 

    ６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        増田増田増田増田    洋洋洋洋  (61)(  (61)(  (61)(  (61)(七七七七 JPN) JPN) JPN) JPN) 

準優勝準優勝準優勝準優勝        李李李李        武信武信武信武信  (64)(  (64)(  (64)(  (64)(参参参参    KOR)KOR)KOR)KOR) 

第三位第三位第三位第三位  Lance Tuner  (60)(  Lance Tuner  (60)(  Lance Tuner  (60)(  Lance Tuner  (60)(２２２２    AUS)AUS)AUS)AUS) 
 

    女子女子女子女子((((５７５７５７５７㎏㎏㎏㎏以下以下以下以下))))のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        米重米重米重米重    さやかさやかさやかさやか  (19)(  (19)(  (19)(  (19)(弐弐弐弐    JPN)JPN)JPN)JPN) 

準優勝準優勝準優勝準優勝        鳥谷鳥谷鳥谷鳥谷    彩可彩可彩可彩可  (16)(  (16)(  (16)(  (16)(初初初初    JPN)JPN)JPN)JPN) 

第三位第三位第三位第三位        陣陣陣陣    ハナハナハナハナ  (23)(  (23)(  (23)(  (23)(４４４４    KOR)   KOR)   KOR)   KOR)   崔崔崔崔    恩槙恩槙恩槙恩槙  (24)(  (24)(  (24)(  (24)(３３３３    KOR)KOR)KOR)KOR) 
 

    女子女子女子女子((((５７５７５７５７㎏㎏㎏㎏以上以上以上以上))))のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        于于于于    頌頌頌頌  (21)(  (21)(  (21)(  (21)(初初初初    CHN)CHN)CHN)CHN) 

準優勝準優勝準優勝準優勝        上村上村上村上村    理菜理菜理菜理菜   (19)(   (19)(   (19)(   (19)(弐弐弐弐    JPN)JPN)JPN)JPN) 

第三第三第三第三位位位位        市橋市橋市橋市橋    寿寿寿寿々々々々華華華華   (19)(   (19)(   (19)(   (19)(弐弐弐弐  JPN)     JPN)     JPN)     JPN)   親泊親泊親泊親泊    エリサエリサエリサエリサ(21)((21)((21)((21)(弐弐弐弐    USA)USA)USA)USA) 
 

    女子団体女子団体女子団体女子団体のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        キウイクラブオオサカキウイクラブオオサカキウイクラブオオサカキウイクラブオオサカ    ＡＡＡＡ 

準優勝準優勝準優勝準優勝        釜山柔心会釜山柔心会釜山柔心会釜山柔心会 

第三位第三位第三位第三位        国際武道大学留学生国際武道大学留学生国際武道大学留学生国際武道大学留学生ＡＡＡＡ            在日在日在日在日ブラジルブラジルブラジルブラジル柔道連盟柔道連盟柔道連盟柔道連盟    ＡＡＡＡ 

 

    男子団体男子団体男子団体男子団体のののの部部部部 

優優優優    勝勝勝勝        釜山柔心会釜山柔心会釜山柔心会釜山柔心会        ＡＡＡＡ 

準優勝準優勝準優勝準優勝        釜山柔心会釜山柔心会釜山柔心会釜山柔心会        ＢＢＢＢ 

第三位第三位第三位第三位        キウイクラブオオサカキウイクラブオオサカキウイクラブオオサカキウイクラブオオサカ    ＡＡＡＡ            天理大学留学生天理大学留学生天理大学留学生天理大学留学生チームチームチームチーム 

 

優秀選手優秀選手優秀選手優秀選手    柳柳柳柳    丁錫丁錫丁錫丁錫  (30)(  (30)(  (30)(  (30)(４４４４    KOR)KOR)KOR)KOR) 

優秀選手優秀選手優秀選手優秀選手    市橋市橋市橋市橋    寿寿寿寿々々々々華華華華   (19)(   (19)(   (19)(   (19)(弐弐弐弐  JPN)  JPN)  JPN)  JPN) 


