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大外 払い腰

埼玉 淑徳大学 内股 反則 茨城 筑波大学

茨城 水戸葵陵高校 群馬 常磐高校

栃木 作新学院高校 横四方 上四方 千葉 西武台千葉高校

袈裟

群馬 常磐高校 栃木 國學院大學栃木高校



神奈川 桐蔭学園高校 不戦 小外 山梨 県立甲府工業高校

上四方

千葉 国際武道大学 神奈川 日本大学高校



茨城 水戸葵陵高校 合せ技 千葉 船橋柔道会道場

 大外

山梨 県立甲府工業高校 内股 群馬 常磐高校
払い腰 内股

埼玉 埼玉栄高校 指導２ 埼玉 平成国際大学

大外

栃木 茂木高校

神奈川 桐蔭学園高校

茨城 水戸葵陵高校 払い腰 払い腰 不戦 神奈川 日本大学高校

栃木 國學院大學栃木高校 横四方 小外 埼玉 淑徳大学

袈裟

茨城 水戸葵陵高校 神奈川 日本大学高校

７８ｋｇ超

山梨 山梨学院大学 横四方 袈裟 千葉 国際武道大学



千葉 西部台千葉高校 埼玉 花咲徳栄高校
大外  内股

茨城 水戸葵陵高校 指導２  栃木 國學院大學栃木高校

払い腰 反則

神奈川 横須賀学院高校 群馬 常磐高校

栃木 作新学院高校 横四方  神奈川 三浦学苑高校
横四方 払い腰

栃木 作新学院高校  GS 千葉 八千代高校
上四方 

茨城 磯原郷英高校 山梨 東海大学附属甲府高校

群馬 高崎健康福祉大高崎高校 内股 神奈川 三浦学苑高校
上四方

埼玉 平成国際大学 茨城 水戸葵陵高校

山梨 県立甲府工業高校  埼玉 埼玉栄高校

神奈川 横須賀学院高校 後袈裟 神奈川 三浦学苑高校

栃木 作新学院高校   大外 埼玉 埼玉栄高校

栃木 國學院大學栃木高校 縦四方 埼玉 平成国際大学



栃木 國學院大學栃木高校 埼玉 埼玉栄高校

13 五月女 実可 9 大蔵 尚子

五位決定戦

7 徳楽 亜由美 15 佐藤 千鶴子

敗者復活三位決定戦

4 井上 愛 15 鳥沢 由美

6 佐藤 安里 20 小針 由江

9 大蔵 尚子 19 大枝 郁美

10 神山 舞 20 小針 由江

7 齊藤 香織 17 雨宮 翠

8 佐藤 麻理子 18 髙橋 寧音

山田 奈津美 15 鳥沢 由美

6 佐藤 安里 16 井坂 希望

5

桑原 美咲 13 五月女 実可

4 井上 愛 14 篠原 麻美

7 徳楽 亜由美 15 佐藤 千鶴子

1 町 純香 11 新井 えりな

13 高松 彩香

加藤 夕佳

敗者復活三位決定戦5 大森 さやか

8 西田 香穂 17 中村 彩

9 井上 美咲 18 飯島 夏実

大森 さやか 14 前橋 愛奈

15 佐藤 千鶴子

7 徳楽 亜由美 16 斉藤 優香

11 小林 真実子

3 小泉 寬夏 12 菊盛 明日香

2 髙橋 亜衣

1 下田 美紗季 10 菅原 歩巴

五位決定戦

13 五月女 実可 20 小針 由江

2 石井 美奈子 12 町田 博美

3

1 下田 美紗季

19

6 齊藤 憂

4 永塚 あづみ 13 高松 彩香

5


