
年 期日・場所

2001年 ８／28～31

（平成13） 東京・駒沢体育館

年 期日・場所

2002年 ８／28～31

（平成14） 東京・駒沢体育館

2003年 ８／28～31

（平成15） 大阪・堺市金岡公園体育館

2004年 ９／17～20

（平成16） 福岡・アクシオン福岡

2005年 ８／29～31

（平成17） 東京・駒沢体育館

2006年 ８／24～27

（平成18） 大阪・堺市金岡公園体育館

2007 ８／21～24

（平成19） 東京・駒沢体育館

2008年 ８／28～31

（平成20） 大阪・堺市金岡公園体育館

2009年 ９／14～17

（平成21） 東京・駒沢体育館

2010年 ８／26～29

（平成22） 大阪・堺市金岡公園体育館

2011年 ８／29～９／１

（平成23） 東京・駒沢体育館

2012年 ８／23～26

（平24） 大阪・堺市金岡公園体育館

2013年 ８／20～23

（平25） 東京・駒沢体育館

（日　大） （日　大）

入江　ゆき 田中 亜里沙 浜田　千穂 伊藤　彩香 上原　榛奈 橋本　千紘 飯島　千晶

（九州共立大） （早　大） （日体大） （至学館大） （法　大）

全日本学生選手権（女子）　歴代優勝選手

46kg級

織田　智絵

（東洋大）

51kg級

伊調　千春

（至学館大）

増尾　優華

（早　大）

（東洋大）

56kg級

山本　聖子

（日　大）

75kg級

村島　文子

（中京女大）

62kg級

岩間　怜那

（中京女大）

68kg級

坂本　　襟

（中京女大）

平野　遥香 浜田　千穂 伊藤 友莉香 佐藤　文香 渡利　璃穏

（至学館大）

（至学館大） （早　大） （至学館大）

（至学館大） （至学館大）（九州共立大） （日　大） （日体大） （環太平洋大）

入江　ゆき

（中京女大）

（立命館大）

内田　奈美 岩群　安奈 新井　千明 佐藤　文香 高橋　海里奈 井上　佳子 増尾　優華

（東洋大）

（立命館大）

明尾　弥紀 清水　　愛 梶田　瑞華 伊藤友莉香 佐藤　文香 飯島　千晶 鈴木　博恵

（日　大） （関　大） （中京女大） （中京女大）

（中京女大） （日　大）（環太平洋大） （東洋大） （中京女大） （環太平洋大）

（中京女大） （中京女大）

（中京女大）

三村　冬子 前原　　愛 柴田　瑞穂 山名　　慧 西牧　未央 井上　佳子 鈴木　博恵

（中京女大）

河村　友海 栄　　友菜 柴田　瑞穂 中田　絵理子 山名　　慧 新海　真美 田中　希枝

（東洋大） （中京女大） （日　大） （中京女大）

（中京女大） （中京女大）（中京女大） （中京女大） （中京女大） （早　大）

（中京女大） （中京女大）

（中京女大）

船津　友里 甲斐　友梨 松川　知華子 西牧　未央 山名　　慧 新海　真美 田中　希枝

（中京女大）

船津　友里 赤坂　幸子 松川　知華子 島田　佳代子 松川　絵里香 新海　真美 田中　希枝

（中京女大） （中京女大） （中京女大） （福岡大）

（日　大） （中京女大）（東洋大） （福岡大） （日　大） （日　大）

（日　大） （中京女大）

（福岡大） （福岡大）

（中京女大）

坂本　真喜子 甲斐　友梨 吉田　沙保里 大島　貴子 島田　佳代子 新海　真美 村島　文子

（日　大） （国士舘大） （中京女大）

平岡　深雪 服部　担子 関根　ゆう 菅　　綾子 正田　絢子 塚本　真紀 村島　文子

（東洋大） （中京女大）（大東大） （中京女大） （大東大） （日　大）

72kg級

世良　桃子 赤坂　幸子 山本　聖子 吉田　沙保里 菅　　綾子 菅原　美々 村島　文子

63kg級 67kg級48kg級 51kg級 55kg級 59kg級

入江　ゆき 登坂　絵莉 浜田　千穂 村田　夏南子

（日　大） （中京女大）

吉井　瑞江

（九州共立大） （至学館大） （日体大） （日　大） （至学館大） （至学館大） （至学館大）

渡利　璃穏 土性　沙羅



年 期日・場所

2014年 ８／26～29

（平26） 岐阜・岐阜メモリアルセンター

2015年 ８／18～21

（平27） 東京・駒沢体育館

2016年 ８／25～28

（平28） 大阪・堺市金岡公園体育館

2017年 ８／28～31

（平29） 大阪・堺市金岡公園体育館

年 期日・場所

2018年 ８／28～31

（平30） 東京・駒沢体育館

2019年 ８／20～23

（令元） 東京・駒沢体育館

2020年 ９／29～10／２

（令２） 群馬・ALSOKぐんまアリーナ

2021年 11／４～５

（令３） 山口・キリンビバレッジ周南総合SC

2022年 ８／15～18

（令４ 東京・駒沢体育館 （至学館大） （日体大） （育英大） （至学館大）

類家直美 宮道りん 塩沢　和 山本和佳

（至学館大） （育英大） （日体大） （至学館大） （至学館大） （至学館大）

吉元 玲美那 下野佑実 藤波朱理 山口夏月 屶網 さら 稲垣 柚香

（神奈川大） （至学館大）

森川 美和 石井 亜海 新倉 すみれ 松雪 泰葉今井 佑海 南條 早映 屶網 さら 稲垣 柚香

（日体大） （育英大）（早　大） （至学館大） （日　大） （至学館大） （至学館大） （至学館大）

伊藤　海 吉元 玲美那

（日体大） （至学館大） （日体大） （至学館大）

宮道りん 松雪成葉 進藤芽伊 松雪泰葉

（至学館大） （日　大） （至学館大） （至学館大） （至学館大） （九州共立大）

吉元玲美那 今井佑海 奥野春菜 永本聖奈 南條早映 入江くみ

朝野　未紗 阿部　梨乃

（青山学院大） （九州共立大） （至学館大） （日体大） （日　大） （同志社大） （東洋大） （日　大）

加賀田 葵夏 入江 ななみ 角谷 萌々果 河内　美樹 坂野　結衣 今井　栞海

全日本学生選手権（女子）　歴代優勝選手-2

古市　雅子 阿部　梨乃

（日　大） （九州共立大） （至学館大） （青山学院大） （日　大） （早　大） （日　大） （日　大）

矢後　佑華 入江 ななみ 菅原 ひかり 廣瀬　瑠実 坂野　結衣 香山　芳美

（至学館大） （日　大）（九州共立大） （九州共立大） （至学館大） （至学館大） （日　大） （至学館大）

69kg級 75kg級

入江　ゆき 入江 ななみ 菅原 ひかり 川井 梨紗子 坂野　結衣 栄　希和 吉井　瑞江 阿部　梨乃

48kg級 53kg級 55kg級 58kg級 60kg級 63kg級

奥野　里菜 五十嵐未帆 角谷 萌々果 奥野　春菜 香山　芳美 川井 友香子 源平　彩南 進藤　芽伊

（至学館大） （至学館大） （至学館大） （至学館大） （早　大） （至学館大） （至学館大） （日体大）

50kg級 53kg級 55kg級 57kg級 59kg級 62kg級 65kg級 68kg級 72kg級 76kg級

加賀田 葵夏 五十嵐 未帆 五十嵐 彩季 花井 瑛絵 入江 くみ 川井 友香子

（青山学院大） （至学館大） （至学館大） （至学館大） （九州共立大） （至学館大） （環太平洋大） （日体大） （日　大） （至学館大）

榎本 美鈴 森川 美和 古市 雅子 松雪 泰葉

新型コロナウィルス感染拡大のため中止


