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袈裟 大外

神奈川 桐蔭学苑高校 一本背負い 袈裟 埼玉 埼玉栄高校

群馬 利根商業高校 栃木 宇都宮短期大学附属高校

背負い

茨城 水戸葵陵高校   茨城 土浦日大高校

不戦

栃木 國學院大學栃木高校 山梨 県立甲府工業高校

埼玉 花咲徳栄高校 内股  千葉 国際武道大学
袈裟 

千葉 八千代高校 内股 送襟絞 茨城 筑波大学
指導２

山梨 県立甲府工業高校 神奈川 横須賀学院高校

指導３

神奈川 三浦学苑高校 袈裟 横四方  群馬 群馬綜合ガードシステム

 内股

群馬 高崎経済大附属高校 千葉 千葉明徳高校

埼玉 淑徳大学 栃木 白鴎大足利高校

埼玉 花咲徳栄高校 大外 山梨 県立甲府工業高校

群馬 高崎経済大附属高校 ＧＳ 崩上四方 上四方 千葉 千葉明徳高校

埼玉 埼玉栄高校  千葉 八千代高校



埼玉 埼玉栄高校 千葉 千葉明徳高校

ー５７ｋｇ
縦四方 袈裟

山梨 山梨学院大学  すくい投げ 栃木 國學院大学栃木高校

合せ技

埼玉 花咲徳栄高校 茨城
大外

神奈川 桐蔭学園高校 袈裟 勢多農林
払い腰 

千葉 木更津 神奈川 三浦学苑高校

栃木 作新学院高校 指導３  埼玉 埼玉栄高校
袖釣込 合せ技

千葉 国際武道大学 上四方 神奈川 桐蔭学園高校
横四方 不戦

栃木 作新学院高校 栃木 土浦日本大学附属高校

茨城 水戸葵陵高校  千葉 千葉明徳高校

 背負い

埼玉 淑徳大学 常磐高校
ＧＳ

群馬 前橋商業高校 山梨 県立甲府工業高校

内股返し

千葉 木更津 神奈川 三浦学苑高校

千葉 国際武道大学   常磐高校

神奈川 桐蔭学園高校 肩固  山梨 山梨学院大学

6 若林 美生 19 髙橋 紗美

16 鈴木 奈絵 1 藤本 みどり

藤本 麻美

瀬戸 唯 20 長田 奈摘

敗者復活三位決定戦

4 臼井 杏 14 飯沼 礼美

8 澤田 美由希 18 染宮 杏子

9 武田 梨江 19 髙橋 紗美

14 倉澤 裟代

8 輿水 みなみ 18 阿部 千里

9 中島 沙葵 19 畑山 夏生

11 太田 千鶴 6 角田 夏実

10 佐藤 千夏 20 小室 保野香

敗者復活三位決定戦
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五位決定戦

11 太田 千鶴 19 畑山 夏生

9 中島 沙葵 19 畑山 夏生

10

6 若林 美生 16 鈴木 奈絵

7 吉成 未来 17 大髙 由衣

4 臼井 杏 14 飯沼 礼美

5 小泉 香奈 15 染野 史栄里

2 松尾 美咲 12 中山 安奈

3 松林 愛 13 間庭 紀恵

1 藤本 みどり 11 塚田 紗矢

6 角田 夏実 16 石松 千奈

7 杉本 久美子 17 谷口 愛佳

4 岩崎 友音 14 倉澤 裟代

5 藤本 麻美 15 島井 麻有

2 渡辺 佑季 12 手塚 千紗

3 湯浅 可奈子 13 青木 あおい

1 山本 杏 11 太田 千鶴


