
ー６３ｋｇ
大外 内股

茨城 筑波大学 払い腰 山梨 山梨学院大学

千葉 国際武道大学 群馬 前橋東高校

やまなし 県立甲府工業高校  袈裟 千葉 千葉商業高校

栃木 國學院大學栃木高校 神奈川 白鴎女子高校

小外

神奈川 三浦学苑高校  大外  埼玉 武蔵越生高校
横四方 ＧＳ

山梨 山梨学院大学 千葉 大綱高校

茨城 土浦日本大学附属高校 栃木 作新学院高校
大腰

栃木 作新学院高校 袈裟 大内 合せ技 大腰 神奈川 横須賀学院高校

縦四方 指導２

埼玉 児玉高校 群馬 前橋商業高校

 袈裟

群馬 塚沢中学校 横四方 埼玉 淑徳大学


茨城 水戸葵陵高校

大内

神奈川 三浦学苑高校  山梨 山梨学院大学

山梨 山梨学院大学 肩固  神奈川 横須賀学院高校

埼玉 武蔵越生高校 合せ技 茨城 筑波大学

袈裟

埼玉 武蔵越生高校 山梨 山梨学院大学

ー７０ｋｇ
横四方 大外

埼玉 淑徳大学 横四方 山梨 山梨学院大学
後袈裟

神奈川 三浦学苑高校 埼玉 桶川高校
袈裟

千葉 八千代高校 小外 栃木 作新学院高校
腕挫十字固 払い腰

群馬 利根商業高校 茨城 土浦日本大学高校



栃木 作新学院高校 横四方 千葉 了徳寺大学
内股 上四方

栃木 國學院大學栃木高校 GS 千葉 千葉商業高校

群馬 前橋工業高校 群馬 渋川青翠高校
小外

神奈川 三浦学苑高校 ２ 合せ技 茨城 土浦日本大学高校

茨城 水戸葵陵高校 埼玉 淑徳大学
払い腰

 神奈川 浜岳中学校

送り足

群馬 利根商業高校  山梨 山梨学院大学

神奈川 三浦学苑高校 小外 大外 千葉 千葉商業高校

茨城 土浦日本大学高校 大外 栃木 國學院大學栃木高校

6 小山 涼子 16 芹澤 友美

20 清水 真優

7 岡野 葵 17 前田 早里奈

8 田辺 美樹 18 麻生 未知瑠

21 岡田 奈津希

6 小山 涼子 18

新井 千鶴 19 須永 栞里

10 小林 未奈

9

15 佐藤 恵菜 11

1

2 田嶋 美伽 11

14

16

1 渡部 真未 11 東馬場 とも子

2 鈴木 さくら 12 涌井 薫奈

3 保坂 朋香 13 渡部 優花

4 黒川 沙耶 14 内尾 友紀

5 佐村 槙渉 15 佐藤 恵菜

敗者復活三位決定戦

5 佐村 槙渉 11 東馬場 とも子

9

麻生 未知瑠

15 佐藤 恵菜 1 渡部 真未

川戸 郁香 10 稲森 美咲

東馬場 とも子

向井 あすか

12 大谷 楓3 遊佐 奈津美

13 葛西 希望4 鈴木 利枝子

上田 夏美

6 佐藤 晃 15 諏訪 瑛子

5 伊藤 成

木暮 美奈子

8 西村 美咲 17 須賀田 光

7 羽鳥 莉菜

山田 明日香 18 塚越 加奈

19 佐俣 優衣

4 鈴木 利枝子 10 稲森 美咲
敗者復活三位決定戦

8 西村 美咲 15 諏訪 瑛子

6 佐藤 晃13 葛西 希望

五位決定戦


