
日時:平成19年11月17日(土)

会場:千葉ポートアリーナ

‐48㎏ 氏  名 所  属 ‐52㎏ 氏  名 所  属

濱口　光 山梨学院大学1年
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光永　由花

16

浅見　八瑠奈 山梨学院大学1年

黒江　優希

11

警視庁

松山東雲女子大学1年

淑徳高校3年

帝京大学1年

笹森　真理子

山岸　絵美

横須賀学院高校3年

三井住友海上火災保険（株）

15

12
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6

7

9

阿部　宏美 道都大学2年

近藤　香

浅香　夕海 藤村女子高校3年

皆川　はるか 帝京大学2年

西川　真佑美 別府大学3年

澤田　友里

高岡法科大学3年

宝　真由美 コマツ

伊部　尚子

笠原　歩美 東京農大第三高校3年

上原　郁美 医療法人瑞穂会　大阪凰林医療学院
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梅原　瑠里子 愛知産業大学4年

福本　奈緒 明石市立二見中学校3年

筑波大学2年

行友　奈緒美 大阪体育大学1年

小野村　智子 仙台大学3年

嶋田　美和 平成管財㈱

川端　秀美 岡山商科大学4年

坂野　歩

22
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18
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1 横澤  由貴 三井住友海上火災保険（株）

2 古杉　友美 警視庁

3 堀井　江梨子 同朋高校2年

4 清水　七海 日本体育大学2年

5 森本　奈々美 広島大学2年

6 山口　愛 自衛隊体育学校

7 戸倉　理沙子 帝京大学2年

8 白野　恵 名城大学3年

9 岡﨑　綾子 ㈱創電社

10 山口　麻梨菜 金沢学院クラブ

11 浅海　静香 山梨学院大学1年

12 垣田　恵利 武庫川女子大学2年

13

出戸　美保 旭川大学4年14

吉村　依子 セコム㈱

15 寛藤　佐知子 ㈱千葉薬品ﾔｯｸｽｹｱｻｰﾋﾞｽ

16 叶　梨絵 福岡大学2年

17 斉藤　美貴 淑徳高校3年

18 君島　奈津子 警視庁

19 波多野　俊恵 東海大学4年

20 宮田　美穂 山梨学院大学4年

21 近藤　優子 (有)Ｓ・Ｔ・Ｏ

22 川崎　萌 帝京大学1年

23 廣川　文美 日本大学4年

24 福岡　悠 福岡大学3年

25 村口　みき 天理大学4年

26 宝　寿栄 コマツ

27 宰田　彩香 立命館大学1年

28 西　亜沙美 仙台大学3年

29 加賀谷　千保 藤枝順心高校2年

30

31

中村　美里 渋谷教育学園渋谷高校3年

32 初田　英里菜 高岡法科大学4年

堀　なつき 山梨学院大学4年

33 津村　美希 新田高校3年

34 秋元　江美 帝京大学1年



平成19年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　女子組合せ
日時:平成19年11月17日(土)

会場:千葉ポートアリーナ
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1 宇髙　菜絵 コマツ 1 上野　順恵 三井住友海上火災保険（株）

2 山本　舞 名城大学4年 2 林　裕美 金沢学院大学4年

3 松林　奈央 道都大学4年 3 池田　千華 帝京大学1年

4 牧　志津香 大阪工大高校3年 4 渡辺　華奈 東海大学1年

5 小島　愛子 自衛隊体育学校 5 貴田　絵梨香 天理大学4年

6 武田　三友紀 帝京大学4年 6 小澤　理奈 山梨学院大学3年

7 高部　由美 山梨学院大学3年 7 平野　稚絵 道都大学4年

8 七條　晶 警視庁 8 川崎　由紀 了徳寺学園

9 大川　なを 淑徳大学3年 9 松岡　睦 岡豊高校2年

10 大友　真貴子 埼玉栄高校3年 10 中野　伸子 自衛隊体育学校

11 粟野　壽子 日本大学3年 11 谷本　育実 コマツ

12 岩藤　理恵 三井住友海上火災保険（株） 12 夏井　美和 富士大学3年

13 構口　愛美 帝京大学4年 13 泉　志保 鹿屋体育大学1年

14 柿内　沙弥香 岡豊高校3年 14 伊丹　裕子 愛知産業大学1年

15 熊埜御堂　未来 広島大学2年 15 平井　希 東海大学3年

16 徳久   瞳 三井住友海上火災保険（株） 16 中里　友理子 埼玉栄高校2年

17 河田　恵里佳 セコム㈱ 17 笹原　尚子 日本文理大学3年

18 篠田　理子 警視庁 18 阿部　香菜 三井住友海上火災保険（株）

19 岩田　千絵 コマツ 19 山下　敦子 日本体育大学3年

20 藤田　康恵 筑波大学2年 20 和田　麻未 帝京大学2年

21 佐々木　梓 山梨学院大学3年 21 馬場　あゆみ 広島大学3年

22 松本　薫 帝京大学2年 22 新改　七星 大阪府警察本部

23 外川　梢 金沢学院大学3年 23 育山　梨沙 富士大学職員

24 宮本　樹理 了徳寺学園 24 小山　涼子 新潟第一高校1年

25 広村　麻衣 東海大学3年 25 田中　美衣 仙台大学2年

26 渡邉　美樹 横須賀学院高等学校2年 26 吉澤　穂波 セコム㈱

27 村井　加緒里 仙台大学4年 27 太田　琴乃 帝京大学2年

28 野中　未奈 コマツ 28 菊川　優希 宮崎商業高校2年

29 田尻　美紗 大阪体育大学4年 29 新井　ゆかり 淑徳大学2年

30 松井　陽子 鹿屋体育大学4年

31 石川　慈 帝京大学1年
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1 岡　明日香 コマツ 1 堀江　久美子 兵庫県警察本部

2 天野　摩美 道都大学2年 2 佐藤　瑠香 八幡工業高校1年

3 浅井　仁美 京都学園高等学校3年 3 升井　清香 立命館大学3年

4 田知本　遥 小杉高等学校2年 4 岡村　智美 コマツ

5 江口　静香 山梨学院大学2年 5 菅原　由華 東北福祉大学2年

6 佐藤　琴美 警視庁 6 中山　彩香 筑波大学3年

7 山岡　愛弓 大阪体育大学4年 7 池田　ひとみ 埼玉大学4年

8 今井　優子 東海大学4年 8 池崎　春華 帝京大学１年

9 谷口　亜弥 山梨学院大学1年 9 小内　礼奈 平成国際大学4年

10 松田　美穂 仙台大学4年 10 鳥谷部　真弓 セコム㈱

11 清水　千晶 三井住友海上火災保険（株） 11 岡田　紘味 三井住友海上火災保険（株）

12 山﨑　美貴 平成国際大学4年 12 藤山　なおこ 福岡大学1年

13 風戸　晴子 愛媛県警察 13 穴井　 さやか 帝京大学3年

14 東　陽子 日本体育大学4年 14 山本　紗織 東大阪大学敬愛高校2年

15 渡邉　美奈 コマツ 15 五月女　希美子 愛知産業大学4年

16 新城　愛 広島大学3年 16 川島　巴瑠菜 旭川大学1年

17 横山　貴衣 金沢学院大学3年 17 上田　真央 大阪府警察

18 七條　芳美 了徳寺学園 18 柴野　亜希 平成国際大学4年

19 佐々木　琴子 帝京大学4年 19 長瀬　めぐみ 了徳寺学園

20 貝山　仁美 三井住友海上火災保険（株） 20 石走　渚 淑徳大学2年

21 髙橋　千尋 八千代高等学校3年 21 三戸　彩渚 環太平洋大学1年

22 國原　頼子 淑徳大学4年 22 平岡　麻美 平成国際大学柔道クラブ

23 江口　めぐみ 愛知産業大学3年 23 石本　智子 高松商業高校3年

24 飯田　有香 山梨学院大学1年 24 石川　笑美子 帝京大学3年

25 植木　順子 セコム(株) 25 木村　美里 高岡法科大学1年

26 上野　巴恵 旭川南高等学校3年

27 松本　笑嘉 東海大学3年

28 寺本　亜矢 環太平洋大学1年

29 中川　愛子 警視庁
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東海大学1年

板垣　紗織 仙台大学2年

駒木　奈緒美 綜合警備保障㈱

帝京大学2年

別府大学4年

ヤックスケアサービス

山梨学院大学3年

川口　美紀

清水　伊穂理

コマツ

村越　亜美 埼玉栄高校3年

渡部　紘子

畑村　亜希

高岡法科大学3年

山梨学院大学4年

山形中央高校3年

石田　遥

1

船越　亜美7

杉本　美香

馬場　尚美

6

5

4

須藤　有加

9

8

3

2

小松崎　弘子

愛知産業大学3年

近畿大学3年

社会福祉法人　神流福祉会

東海大学3年立山　真衣

山本　志乃

谷本　忍

石山　麻弥

長須　二三子
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相原　千郷 日本体育大学4年

16

栗原　唯

広島大学4年

自衛隊体育学校

社会福祉法人　ほのぼの会

田知本　愛

敬愛高校2年

佛教大学2年

18

17 馬籠　恵子
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11
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