
きんじょう　ゆり やまもと　かおり

金城　有里 山本かほり

とどりき　はなの やまざき　さきね

等々力瑛乃 山崎　咲音

みうら　ななみ なかた　なお

三浦　七海 仲田　奈央

よもぎた　ともか かわもと　ゆう

蓬田　智佳 川本　　優

はまだ　さきほ たかはし　ゆかこ

濱田　早萌 高橋優花子

はたい　なな いまい　みほ

畑井　菜奈 今井　美歩

きむら　もえの たなはら　あおい

木村　萌乃 棚原　　碧

なかむら　れいな さかがみ　あや

中村　玲菜 坂上　　綾

はっとり　ふうこ

服部　楓子

48kg級

帝京大学 1 1 東京女子体育大学

15 19

立教大学 2

国士舘大学

16

ベネシード 5 39 40 14

11 日本大学

1 33

国士舘大学 3 31 12 帝京大学

20

日本体育大学

32 22

東京女子体育大学 8 17 三井住友海上火災保険(株)

18

国士舘大学
43

21

帝京科学大学 6 15 帝京科学大学

17 34

早稲田大学 7 16

蓬
田
　
智
佳

東海大学 9

JR東日本 4 13



いとう　ななせ ふるや　しゅうか

伊藤ななせ 古屋　柊華

すぎた　まき やまもと　ちなつ

杉田　真紀 山本　千夏

ふるいち　あみ あわの　じゅり

古都　愛海 粟野　寿理

さかもと　ののか いしかわ　あやめ

坂本野乃袈 石川　　菖

かみりょう　ゆづき いとう　あいり

上領　悠月 伊藤　愛理

なかむら　くるみ なかがわら　ちなみ

中村くるみ 中川原知波

あさかわ　なな たけうち　りん

浅川　奈々 竹内　　鈴

わたなべ　ますみ ちしろ　さな

渡邊真珠美 千代　紗菜

おだか　みほ ふくぞえ　みのり

小高　海穂 福添みのり

うみぐち　みなみ うざわ　ななみ

海口みなみ 鵜沢　七美

ますだ　さゆみ よねざわ　ひいな

増田沙由美 米澤陽以奈

すとう　みき ばん　ゆりな

須藤　美希 伴　由梨奈

こせ　まい ねもと　みき

古瀬　　舞 根本　美希

すぎはら　かな わしざき　ふうか

杉原　加奈 鷲崎　風歌

さとう　あかね おおむら　みき

佐藤　　茜 大村　美葵

みしま　ちかこ ふじわら　ななみ

三島千賀子 藤原　七海

ひがき　ゆりな ほき　みさき

檜垣由利奈 甫木　実咲

よしだ　あんな

吉田　安奈

30 22

24

9

52kg級

国士舘大学 1 18

3 20 24 20

東京女子体育大学

4 12

帝京科学大学 2 19 帝京大学

1 2

東海大学 日本大学

帝京大学 4 21 国士舘大学

5 13

早稲田大学 5 28 皇宮警察本部

帝京科学大学 6

増
田
沙
由
美

23 東京学芸大学

6 14

東京学芸大学 7 東海大学

21 25

東京納品代行(株) 8 25 帝京科学大学

7 15

東京女子体育大学 32 33 26 帝京大学
34

東京女子体育大学 10 27 駒澤大学

8 16

警視庁 11 28 国士舘大学

22 26

帝京科学大学 12 29 帝京大学

9 17

帝京大学 13 30 東海大学

29

日本大学 14 31 31 帝京科学大学

10 18

東海大学 15 32 東京学芸大学

23

国士舘大学 16 27 33 早稲田大学

11 3

帝京大学 17 34 JR東日本

19

35 国士舘大学



おの　しょうこ たかの　あやみ

小野　彰子 高野　綺海

はやし　みなみ いのうえ　あかり

林　美七海 井上　　星

くりた　ひなの こだま　あみ

栗田ひなの 児玉　天海

いがらし　まこ おおき　みか

五十嵐真子 大木　珠可

たけした　ちあき つるおか　こゆき

竹下　千秋 鶴岡　来雪

たかはし　じゅんな よしなり　さやか

高橋　純奈 吉成沙也加

はしもと　うみ たまおき　さくら

橋本　　海 玉置　　桜

まつおか　ちひろ いのうえ　みう

松岡ちひろ 井上　美生

やまだ　あかね ちば　みく

山田あかね 千葉　未来

まえはら　よしみ まつおか　ゆうこ

前原　良美 松岡　優子

よしや　みずき まえだ　あすき

吉谷美珠貴 前田明日生

ひらの　もえか うえだ　あや

平野　萌佳 植田　あや

さかい　ちあき おくだ　なな

酒井　千晶 奥田　菜々

みずとり　ゆうき てしがわら　ゆうき

水鳥　友稀 勅使河原有紀

わたなべ　かな ふるかわ　れな

渡辺　華奈 古川　玲菜

にしお　なおこ

西尾　直子

57kg級

ベネシード 1 16 東京学芸大学

16

東海大学 4 19 国士舘大学

2 28

東京学芸大学

8

三井住友海上火災保険(株) 2 17 帝京科学大学

1 20

帝京大学 3 18

5

西
尾
　
直
子

20 コマツ

17 10

東海大学

26 9

東京女子体育大学 6 21 帝京大学

3 21

日本大学 7 22 日本大学

23 東京消防庁

4

日本大学 9 24 東海大学

18 12

東京女子体育大学

34 35 11

国士舘大学 8

38

10 25 早稲田大学

5 22

日本体育大学 11 26 国士舘大学

27 13

慶應義塾大学 12 27 日本大学

6 29

帝京科学大学 13 28 東京女子体育大学

19 14

帝京大学 14 29 日本大学

7 23

JR東日本 15 30 帝京大学

15

31 帝京科学大学



こうた　なな かわと　ふみか

幸田　奈々 川戸　郁香

ばん　みやこ こむかいるな

伴　美弥子 小向　瑠七

しみず　ゆうか ちば　あこ

清水　優佳 千葉　亜子

ゆうら　きょうか さいとう　ゆうか

湯浦　京伽 齋藤　優花

ふくしま　めい やた　ちはる

福島　萌衣 矢田　千晴

なかくら　ゆき みくに　とも

中倉　由季 三國　　友

とむら　もとこ かい　はるか

戸村　紀子 甲斐　春梨

へきぞの　みずき いちのへ　すみれ

邊木園瑞稀 一戸　　菫

とくだ　あいり いがらし　れおん

徳田　藍李 五十嵐玲音

はぎの　みさき くどう　ななみ

萩野　美咲 工藤　七海

いしづか　やよい にしはら　こうみ

石塚やよい 西原　瑚海

ちば　さき まるやま　ちひろ

千葉　紗己 丸山　千紘

みはし　ちなつ ささき　あい

三橋　千夏 佐々木　愛

のざわ　さや さとう　みずほ

野澤　沙耶 佐藤みずほ

もり　かな

森　　加奈

63kg級

帝京科学大学 1 16 警視庁

23 27

慶應義塾大学 2 17 東京女子体育大学

2 9

東京女子体育大学 3 18 国士舘大学

35 37

立教大学体育会柔道部 4 19 日本体育大学

3

国士舘大学 7 22 東海大学

41 42

帝京科学大学

10

警視庁 5 20 国士舘大学

24 28

日本体育大学 6 21

8

44

23 国士舘大学

5 12

日本大学

4 11

日本体育大学 9 24 日本体育大学

25 29

帝京大学 10 25 帝京大学

6 13

国士舘大学 11 26 帝京科学大学

36 38

国士舘大学 12

東京学芸大学 14 29 三井住友海上火災保険(株)

8

警視庁 15

27 東京女子体育大学

7 14

日本体育大学 13 28 東京消防庁

26 30

佐
藤
み
ず
ほ



かわうち　ゆきの しょう　るい

河内　雪乃 商　　瑠羽

しみず　あやの かめだ　あいり

清水　綾乃 亀田　愛里

おおの　ようこ さいがんじ　りほ

大野　陽子 西願寺里保

はしま　かなえ さいがんじ　ほのか

橋間　　叶 西願寺保乃加

にしむら　みはる こいけ　はるな

西村美波瑠 小池　陽菜

いとう　さち よこやま　まなみ

伊藤　　幸 横山　愛海

ささき　あかね うらた　まい

佐々木　茜 浦田　真衣

たじま　きょうか たがみ　さとこ

田島　杏香 田上　智子

かわせ　るなか さいとう　りかこ

川瀬　月花 齋藤理香子

やすたけ　まりな みやうち　しゅな

安竹真利奈 宮宇地朱菜

とみた　あんじゅ とよざき　みちよ

冨田　杏樹 豊﨑　倫代

しんもり　りょう おかもと　のぞみ

新森　　涼 岡本　希望

にしむら　まりえ いしい　あみ

西村満利江 石井　愛実

もりた　ともこ ただくま　れな

森田　智子 多田隈玲菜

70kg級

東海大学 1 15 帝京科学大学

15 19

立教大学体育会柔道部 2 16 国士舘大学

1 7

コマツ 3 17 コマツ

31 33

帝京科学大学 4 18 帝京科学大学

2 8

帝京大学 5 19 東海大学

16 20

皇宮警察本部 6 20 日本大学

3 9

日本大学 7 39 40 21 帝京大学
43

国士舘大学 8 22 上智大学

4 10

日本大学 9 23 日本体育大学

17 21

東海大学 10 24 帝京科学大学

5 11

東京女子体育大学 11 25 東海大学

32 34

コマツ 12 26 帝京大学

6 12

帝京大学 13 27 日本大学

18 22

帝京科学大学 28 東海大学

西
願
寺
里
保

14



うめづ　しゆう しまぶくろ　れみ

梅津　志悠 島袋　玲海

たかまつ　あやか あさの　らん

髙松　彩香 浅野　　蘭

いしづか　さき いわなが　ふくみ

石塚　早稀 岩永ふくみ

にしだ　みき せがわ　なおり

西田　未来 瀬川　直莉

さかした　くるみ そめや　さとみ

坂下　来未 染谷　里実

おびかわ　らん たろうまる　かほ

帯川　　蘭 太郎丸夏帆

さとう　きょうか かつまた　ひろか

佐藤　杏香 勝俣　宏香

おかだ　ほたる すがわら　ひな

岡田　　蛍 菅原　陽南

たうち　りさ さかぐち　きょうか

田内　理沙 坂口今日香

78kg級

三井住友海上火災保険(株) 1 10 東京学芸大学

23 27

警視庁 2 11 帝京科学大学

13 37

帝京大学 3 35 12

国士舘大学 6 15 国士舘大学

25

東京女子体育大学

28

松前柔道クラブ 4 13 警視庁

24

東京女子体育大学 5 41

帝京大学 9 18 帝京大学

東海大学 7 38 16 立正大学

36 14

早稲田大学 8 17

梅
津
　
志
悠

警視庁

26 30

42 14 東京女子体育大学
44

29



こだま　ひかる なかむら　きわこ

児玉ひかる 中村貴和子

おくもと　かづき はしもと　あけみ

奥本　華月 橋本　朱未

さとう　みゆう うえまつ　ほたる

佐藤　美裕 植松ほたる

みつよし　なつみ あらや　りかこ

光吉　夏海 荒谷莉佳子

ふくしま　かなる さいとう　めい

福嶋　佳愛 斉藤　芽生
10 国士舘大学

8 日本体育大学

国士舘大学 4 9 帝京科学大学

帝京大学 2 7 コマツ

早稲田大学 3

6 国士舘大学

30 32

78kg級超

橋
本
　
朱
未

24

36 37
39

25

31 33

三井住友海上火災保険(株) 1

日本大学 5


