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５０㎏級（１６名）

No 氏　　名 ふりがな 所　　属 協会登録番号

1 浜崎　　蘭 はまさき　らん 南九州大学 JWF22-00081

2 河野　愛琳 かわの　あいり 南九州大学 JWF22-00080

3 上岡　三桜 かみおか　みお 天理大学 JWF22-00569

4 植野　晏奈 うえの　あんな 自衛隊体育学校 JWF22-01703

5 田中　ゆき たなか　ゆき 佐賀県スポーツ協会 JWF22-02751

6 笠井　梨瑚 かさい　りこ 専修大学 JWF22-00688

7 福永　誠笑 ふくなが　たかえ 専修大学 JWF22-00689

8 本田原　鈴 もとだはら　りん 東洋大学 JWF22–01862

9 高木　愛美 たかぎ　あいみ 法政大学 ？　JWF22-40790

10 伊藤　未羽 いとう　みわ 法政大学 JWF22-01941

11 小坂　歩未 こさか　あゆみ 法政大学 JWF22-03395

12 伊藤　　海 いとう　うみ 早稲田大学 JWF22-01015

13 櫻井　はなの さくらい　はなの 育英大学 JWF22-00143

14 内山　結愛 うちやま　ゆあ 日本体育大学 JWF22-01305

15 吉澤　美咲 よしざわ　みさき 日本体育大学 JWF22-01359

16 中村　未優 なかむら　みゆう Sports Design Lab JWF22-04860

５３㎏級（１０名）

No 氏　　名 ふりがな 所　　属 協会登録番号

1 平戸　紅葉 ひらど　くれは 南九州大学 JWF22-00082

2 磯江　はるか いそえ　はるか 福岡大学 JWF22-00899

3 阿部　ちひろ あべ　ちひろ 神奈川大学 JWF22-01032

4 吉岡　紗希 よしおか　さき 東洋大学 JWF22–01860

5 真栄田　美梨 まえだ　みり 日本文理大学 JWF22-01385

6 平野　夏帆 ひらの　なつほ 法政大学 JWF22-01940

7 片岡　梨乃 かたおか　りの 早稲田大学 JWF22-01000

8 椛本　怜那 かばもと　れいな 育英大学 JWF22-00269

9 下野　佑実 しもの　ゆみ 育英大学 JWF22-00999

10 川井　千晶 かわい　ちあき 日本体育大学 JWF22-01307
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５５㎏級（７名）

No 氏　　名 ふりがな 所　　属 協会登録番号

1 吉次　未唯花 よしつぐ　みいか 南九州大学 JFW22-00078

2 奥野　春菜 おくの　はるな 自衛隊体育学校 JWF22-01700

3 櫻井　菜々 さくらい　なな 福岡大学 JWF22-00906

4 太田　若那 おおた　わかな 東洋大学 JWF22–01858

5 清岡　もえ きよおか　もえ 育英大学 JWF22-00244

6 相原　志織 あいはら しおり 日本体育大学 JWF22-01343

7 大城　　愛 おおしろ　まな 日本体育大学 JWF22-01374

５７㎏級（７名）

No 氏　　名 ふりがな 所　　属 協会登録番号

1 黒木　美帆 くろき　みほ 福岡大学 JWF22-00904

2 山内　奏美 やまのうち　かなみ 神奈川大学 JWF22-01060

3 金城　里音 きんじょう　りおん 日本文理大学 JWF22-01398

4 菊田　　花 きくた　はな 法政大学 JWF22-04724

5 木井　たから きい　たから 法政大学 JWF22-04717

6 三輪　柚奈 みわ　ゆずな 法政大学 JWF22-03396

7 藤山　いろは ふじやま　いろは 日本体育大学 JWF22-01344

５９㎏級（６名）

No 氏　　名 フリガナ 所　　属 協会登録番号

1 大谷　彩歌 おおたに　あやか 天理大学 JWF22-00566

2 德原　姫花 とくはら　ひめか 自衛隊体育学校 JWF22-01702

3 有澤　寧々 ありさわ　ねね 福岡大学 JWF22-00898

4 田南部　夢叶 たなべ　ゆめか 株式会社レスターホールディングス JWF22-01707

5 中西　美結 なかにし　みゆ 至学館大学 JWF22-00315

6 友口　怜奈 ともぐち　れいな 日本文理大学 JWF22-01377



６２㎏級（９名）

No 氏　　名 フリガナ 所　　属 協会登録番号

1 村上　寧音 むらかみ　ねね 福岡大学 JWF22-00915

2 岩澤　希羽 いわさわ　きわ 秋田ノーザンハピネッツ JWF22-03969

3 武藤　千奈恵 むとう　ちなえ 国士舘大学 JWF22-01481

4 内田　奈佑 うちだ　なゆ 至学館大学 JWF22-00311

5 八木　千尋 やぎ　ちひろ 日本文理大学 JWF22-01387

6 坂野　結衣 さかの　ゆい 警視庁レスリングクラブ JWF22-03455

7 浅井　紅吏 あさい　あかり 法政大学 JWF22-01944

8 小玉　彩天奈 こだま　あてな MTX ACADEMY JWF22-00134

9 惣﨑　優音 そうざき　ゆうね 日本体育大学 JWF22-01348

６５㎏級（７名）

No 氏　　名 フリガナ 所　　属 協会登録番号

1 今井　海優 いまい　みゆう 自衛隊体育学校 JWF22-01701

2 吉川　かりん よしかわ　かりん 福岡大学 JWF22-00916

3 福井　紀夏 ふくい　のりか 日本文理大学 JWF22-01383

4 山路　さくら やまじ　さくら 日本大学 JWF22-02050

5 平井　かえで ひらい　かえで 育英大学 JWF22-00267

6 源平　彩南 げんぺい　あやな アイシン JWF22-03521

7 吉武　まひろ よしたけ　まひろ 日本体育大学 JWF22-01375

６８㎏級（３名）

No 氏　　名 フリガナ 所　　属 協会登録番号

1 小林　久美 こばやし　くみ 福岡大学 JWF22-00905

2 伊崎　　結 いさき　ゆい 日本文理大学 JWF22-01266

3 髙田　ここな たかだ　ここな 日本体育大学 JWF22-01349

７２㎏級（２名）

No 氏　　名 フリガナ 所　　属 協会登録番号

1 坂本　捺菜 さかもと　なな 富岡レスリングクラブ JWF22-02888

2 大関　永優美 おおぜき　なゆみ 日本大学 JWF22-02046


