
氏 名 シ メイ

1 女子ジュニア 51kg級 F 南 千宙 ミナミ チヒロ 福岡県 東鷹 高等学校  

2 女子ジュニア 51kg級 F 宮原 初花 ミヤハラ ウイカ 群馬県 太田市立太田 高等学校  

3 女子ジュニア 72kg級 F 村尾 菜々 ムラオ ナナ 群馬県 太田市立太田 高等学校  

4 女子ジュニア 51kg級 F 森岡 凛 モリオカ リン 山口県 山口県鴻城 高等学校  

5 女子ジュニア 51kg級 F 吉岡 詩織 ヨシオカ シオリ 山口県 山口県立田布施農工 高等学校  

6 女子ジュニア 51kg級 F 正理 みやび ショウリ ミヤビ 石川県 金沢北陵 高等学校  

7 女子ジュニア 44kg級 F 永尾 さくら ナガオ サクラ 高知県 高知東 高等学校  

8 女子ジュニア 63kg級 F 小玉 彩天奈 コダマ アテナ 高知県 高知東 高等学校  

9 女子ジュニア 67kg級 F 小松 愛加 コマツ マナカ 高知県 高知東 高等学校  

10 女子ジュニア 72kg級 F 井戸 さわ子 イド サワコ 岐阜県 岐阜県立加茂農林 高等学校  

11 女子ジュニア 48kg級 F 山際 七海 ヤマギワ ナナミ 大分県 日本文理大学附属 高等学校  

12 女子ジュニア 48kg級 F 吉澤 瞳 ヨシザワ ヒトミ 新潟県 八海 高等学校  

13 女子ジュニア 59kg級 F 渡邊 日南子 ワタナベ ヒナコ 新潟県 八海 高等学校  

14 女子ジュニア 55kg級 F 河越 未来 ｶﾜｺﾞｴ ﾐｸ 兵庫県 伊丹市立伊丹 高等学校  

15 女子ジュニア 48kg級 F 澤田 千優 サワダ チヒロ 東京都 青山学院 大学  

16 女子ジュニア 51kg級 F 加賀田 葵夏 カガタ キカ 東京都 青山学院 大学  

17 女子ジュニア 59kg級 F 荒井 香帆 アライ カホ 東京都 青山学院 大学  

18 女子ジュニア 67kg級 F 木村 夕貴 キムラ ユキ 東京都 青山学院 大学  

19 女子ジュニア 72kg級 F 成島 小牧 ナルシマ コマキ 兵庫県 県立猪名川 高等学校  

20 女子ジュニア 51kg級 F 今田 万喜 イマダ マキ 島根県 隠岐島前 高等学校  

21 女子ジュニア 51kg級 F 塚本 かおり ツカモト カオリ 東京都 日本工業大学駒場 高等学校  

22 女子ジュニア 72kg級 F 菊屋 真紀 キクヤ マキ 茨城県 東洋大学附属牛久 高等学校  

23 女子ジュニア 59kg級 F 北條 希紗来 ホウジョウ キサラ 岩手県 盛岡工業 高等学校  

24 女子ジュニア 55kg級 F 大竹 留未奈 オオタケ ルミナ 群馬県 群馬県立富岡実業 高等学校  

25 女子ジュニア 51kg級 F 真井 翔子 マイ ショウコ 岩手県 種市 高等学校  

26 女子ジュニア 59kg級 F 島中 斐子 シマナカ アヤコ 奈良県 橿原学院 高等学校  

27 女子ジュニア 59kg級 F 渡邊 依紗季 ワタナベ イサキ 奈良県 添上 高等学校  

28 女子ジュニア 72kg級 F 石﨑 彩夏 イシザキ サヤカ 栃木県 栃木県立馬頭 高等学校  

29 女子ジュニア 48kg級 F 須崎 優衣 スサキ ユイ 東京都 JOCエリートアカデミー 高等学校  

30 女子ジュニア 59kg級 F 南條 早映 ナンジョウ サエ 東京都 JOCエリートアカデミー 高等学校  

31 女子ジュニア 44kg級 F 植野 麻奈美 ウエノ マナミ 京都府 網野 高等学校  

32 女子ジュニア 55kg級 F 齋藤 遥花 サイトウ ハルカ 神奈川県 神奈川 大学  

33 女子ジュニア 63kg級 F 矢後 愛佳 ヤゴ アイカ 東京都 日本大学 大学  

34 女子ジュニア 59kg級 F 熊野 ゆづる クマノ ユヅル 東京都 日本大学 大学  

35 女子ジュニア 59kg級 F 入江 くみ イリエ クミ 福岡県 九州共立 大学  

36 女子ジュニア 51kg級 F 森 茉穂 モリ マホ 徳島県 穴吹 高等学校  

37 女子ジュニア 63kg級 F 永沼 尚子 ナガヌマ ナオコ 福岡県 小倉商業 高等学校  

38 女子ジュニア 55kg級 F 市原 李華 イチハラ リカ 香川県 香川中央 高等学校  

39 女子ジュニア 59kg級 F 山口 絵瑠萌 ヤマグチ エルモ 東京都 安部学院 高等学校  

40 女子ジュニア 59kg級 F 杉山 絢海 スギヤマ アヤミ 東京都 安部学院 高等学校  

41 女子ジュニア 67kg級 F 森川 美和 モリカワ ミワ 東京都 安部学院 高等学校  

42 女子ジュニア 72kg級 F 福島 宇美 フクシマ ウミ 東京都 安部学院 高等学校  

43 女子ジュニア 59kg級 F 成國 琴音 ナリクニ コトネ 東京都 文化学園大学杉並 高等学校  

44 女子ジュニア 59kg級 F 井出 千晴 イデ チハル 長野県 上田西 高等学校  

45 女子ジュニア 55kg級 F 中村 充瑠 ナカムラ ミツル 岩手県 宮古商業 高等学校  

46 女子ジュニア 72kg級 F 鈴木 華恋 スズキ カレン 岩手県 宮古商業 高等学校  

47 女子ジュニア 55kg級 F 田南部 夢叶 タナベ ユメカ 東京都 帝京 高等学校  

48 女子ジュニア 55kg級 F 土井 綾乃 ドイ アヤノ 岐阜県 中京学院 大学  

49 女子ジュニア 59kg級 F 臼池 優月 ウスイケ ユツキ 東京都 早稲田大学 大学  

50 女子ジュニア 48kg級 F 木井 さくら キイ サクラ 岡山県 環太平洋 大学  

51 女子ジュニア 51kg級 F 守田 明日香 モリタ アスカ 岡山県 環太平洋 大学  

52 女子ジュニア 51kg級 F 髙田 さのえ タカダ サノエ 岡山県 環太平洋 大学  

53 女子ジュニア 59kg級 F 横棚 美紅 ヨコダナ ミク 岡山県 環太平洋 大学  

54 女子ジュニア 59kg級 F 八木橋 万葉 ヤギハシ マヨ 岡山県 環太平洋 大学  

55 女子ジュニア 59kg級 F 藤岡 杏実 フジオカ アミ 岡山県 環太平洋 大学  

56 女子ジュニア 63kg級 F 榎本 美鈴 エノモト ミスズ 岡山県 環太平洋 大学  
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57 女子ジュニア 63kg級 F 増山 汐音 マスヤマ シオン 岡山県 環太平洋 大学  

58 女子ジュニア 63kg級 F 今川 朋乃伽 イマガワ ホノカ 神奈川県 日本体育 大学  

59 女子ジュニア 59kg級 F 河内 美樹 カワウチ ミキ 神奈川県 日本体育 大学  

60 女子ジュニア 51kg級 F 吉田 柚夏 ヨシダ ユズカ 神奈川県 日本体育 大学  

61 女子ジュニア 48kg級 F 田口 あい タグチ アイ 神奈川県 日本体育 大学  

62 女子ジュニア 72kg級 F 進藤 芽伊 シンドウ メイ 神奈川県 日本体育 大学  

63 女子ジュニア 59kg級 F 葛谷 美瑠 クズヤ ミル 神奈川県 日本体育 大学  

64 女子ジュニア 55kg級 F 樋口 耀 ヒグチ ヒカリ 神奈川県 日本体育 大学  

65 女子ジュニア 55kg級 F 水口 瑠子 ミズグチ リコ 神奈川県 日本体育 大学  

66 女子ジュニア 51kg級 F 宮内 美里 ミヤウチ ミサト 埼玉県 埼玉栄 高等学校  

67 女子ジュニア 51kg級 F 谷山 菜緒 タニヤマ ナオ 東京都 法政 大学  

68 女子ジュニア 48kg級 F 佐藤 雛子 サトウ ヒナコ 東京都 法政 大学  

69 女子ジュニア 51kg級 F 石森 美月 イシモリ ミヅキ 東京都 法政 大学  

70 女子ジュニア 72kg級 F 小松 佑寧 コマツ ユネ 東京都 法政 大学  

71 女子ジュニア 48kg級 F 中村 未優 ナカムラ ミユウ 神奈川県 専修 大学  

72 女子ジュニア 55kg級 F 小西 利佳 コニシ リカ 神奈川県 専修 大学  

73 女子ジュニア 48kg級 F 平田 彩夏 ヒラタ サヤカ 福岡県 福岡県立三井 高等学校

74 女子ジュニア 51kg級 F 篠原 七海 シノハラ ナナミ 福岡県 福岡県立三井 高等学校

75 女子ジュニア 63kg級 F 屋比久 すず ヤビク スズ 東京都 国士舘 大学  

76 女子ジュニア 48kg級 F 持田 真希 モチダ マキ 東京都 国士舘 大学  

77 女子ジュニア 67kg級 F 関下 由希 セキシタ ユキ 福岡県 福岡 大学  

78 女子ジュニア 55kg級 F 松下 京加 マツシタ キョウカ 和歌山県 和歌山北 高等学校  

79 女子ジュニア 67kg級 F 鈴木 芽衣 スズキ メイ 東京都 東洋 大学  

80 女子ジュニア 51kg級 F 堀 千咲 ホリ チサキ 東京都 東洋 大学  

81 女子ジュニア 63kg級 F 三輪 奏歩 ミワ カナホ 東京都 東洋 大学  

82 女子ジュニア 72kg級 F 梅田 基美 ウメダ モトミ 大分県 日本文理 大学  

83 女子ジュニア 51kg級 F 梨木 陽 ナシキ ノドカ 福井県 福井農林 高等学校  

84 女子ジュニア 59kg級 F 堀北 千愛 ホリキタ チカ 沖縄県 南風原 高等学校  

85 女子ジュニア 48kg級 F 中田 春香 ナカダ ハルカ 神奈川県 釜利谷 高等学校  

86 女子ジュニア 59kg級 F 河内 沙樹 カワウチ サキ 大阪府 香ヶ丘リベルテ 高等学校

87 女子ジュニア 48kg級 F 大髙 梨紗 オオタカ リサ 愛知県 至学館 大学

88 女子ジュニア 51kg級 F 東川 加奈 ヒガシカワ カナ 愛知県 至学館 大学

89 女子ジュニア 55kg級 F 奥野 春菜 オクノ ハルナ 愛知県 至学館 大学

90 女子ジュニア 55kg級 F 内城 朝葉 ウチジョウ トモハ 愛知県 至学館 大学

91 女子ジュニア 55kg級 F 澤 葉菜子 サワ ハナコ 愛知県 至学館 大学

92 女子ジュニア 55kg級 F 花井 瑛絵 ハナイ アキエ 愛知県 至学館 高等学校

93 女子ジュニア 59kg級 F 岩澤 希羽 イワサワ キワ 愛知県 至学館 大学

94 女子ジュニア 63kg級 F 川井 友香子 カワイ ユカコ 愛知県 至学館 大学

95 女子ジュニア 67kg級 F 松雪 成葉 マツユキ ナルハ 愛知県 至学館 高等学校

96 女子ジュニア 72kg級 F 松雪 泰葉 マツユキ ヤスハ 愛知県 至学館 高等学校

97 女子ジュニア 72kg級 F 早川 まい ハヤカワ マイ 愛知県 至学館 大学

98 女子ジュニア 63kg級 F 石田 千晃 イシダ チアキ 京都府 同志社 大学

99 女子ジュニア 59kg級 F 木田川 瑞歩 キタガワ ミズホ 静岡県 稲取 高等学校  

100 女子ジュニア 72kg級 F 清水 丹音 シミズ アカネ 静岡県 沼津城北 高等学校  

101 女子ジュニア 59kg級 F 飯塚 みなみ イイヅカ ミナミ 埼玉県 大東文化 大学  


