
全日本カデ柔道選手権大会　大会記録

期日 場所 階級
90kg超級 田﨑健祐 国士舘高校 浅野未来 東海大相模中学校 村井慎太郎 東海大仰星高校 佐藤和哉 静岡学園高校
90kg級 江畑丈夫 国士舘高校 木下智貴 京都学園高校 木村竜也 大成高校 北谷　遼 亀山高校
81kg級 野々内悠真 崇徳高校 下田将大 四日市中央工業高校 折原虹之介 東海大浦安高校 村山辰已 日体荏原高校
73kg級 尾方寿應 東海大相模高校 鎌田大輔 大成高校 小野　翼 作陽高校 篠岡慶昂 足立学園高校
66kg級 磯田範仁 国士舘高校 遠藤泰樹 比叡山高校 岸川晃樹 高川学園高校 村上遥輝 東海大第五高校
60kg級 大島優磨 国士舘高校 浅利昌哉 東海大第四高校 野村尚希 近江高校 大島拓海 阿波中学校
55kg級 平鍋達裕 福井工大福井高校 平原佑多 京都共栄学園高校 米村克麻 九州学院高校 薮田大晴 和歌山工業高校専門学校

50kg級 永山竜樹 大成中学校 巣山太智 丘中学校 杉山慎吾 常葉学園橘高校 仁田泰斗 大刀洗中学校
70kg超級 朝比奈沙羅 渋谷教育学園渋谷中学校 月波光貴穂 新田高校 堀　歩未 敬愛高校 上村綾香 阿蘇中央高校
70kg級 遠田真子 東海大翔洋中学校 山中満紀 大垣日大高校 中村友美 同朋高校 森田智子 帝京高校
63kg級 池絵梨菜 香長中学校 橋本舞香 帝京高校 安枝香奈 創志学園高校 内尾真子 桐蔭学園高校
57kg級 芳田　司 敬愛高校 月野珠里 大成高校 西尾直子 帝京中学校 矢吹みずほ 阿蘇中央高校
52kg級 米澤夏帆 香長中学校 出口クリスタ 松商学園高校 森由芽香 清水ヶ丘高校 橋本恵理子 三浦学苑高校
48kg級 近藤亜美 大成高校 畠中理華子 広陵中学校 大久保夏実 小郡中学校 杉本祐海 阿蘇中央高校
44kg級 松尾美沙 南筑高校 田中芽生 ミキハウス柔道教室 齊藤　望 秋田商業高校 髙田明日香 広陵中学校
40kg級 稲毛ゆか 入善中学校 阿川里央奈 星翔高校 山内穂乃花 京都学園中学校 波多野瑠美 太秦中学校
90kg超級 ウルフ・アロン 東海大浦安高校 吉良　儀城 国士舘高校 竹村　昴大 野坂中学校 長谷川　優 東海大相模高校
90kg級 貫目　純矢 崇徳高校 浜野　大生 南小倉中学校 長谷川　誠 大成高校 間嶋　　仁 洛星高校
81kg級 白川　剛章 福井工業大福井高校 尾方　寿應 東海大相模高校 釘丸　将太 国士舘高校 野地　優太 作陽高校
73kg級 吉田　優平 大垣日本大学高校 飯島　稔佑 東海大相模高校 佐々木健志 平田高校 渡辺　大地 旭川市立永山中学校
66kg級 野村　琢眞 明治大中野高校 込山　龍哉 相洋高校 天野　拓実 桜丘高校 鎌田　魁翔 作陽高校
60kg級 大島　拓海 阿波高校 阿部一二三 神戸生田中学校 秋定　　礼 神戸国際大附属高校 立川　　新 川之江北中学校
55kg級 平鍋　達裕 福井工業大附属高校 永山　竜樹 大成高校 鈴木　一真 白鷗大足利高校 狩野　隼人 前橋工業高校
50kg級 杉本　　颯 灘中学校 羽田野　航 大安中学校 森下　勇斗 相原中学校 巣山　太智 松本第一高校
70kg超級 月波光貴穂 新田高校 新垣さつき 沖縄尚学高校 山本絵玲奈 沖学園高校 斉藤　芽生 香長中学校
70kg級 森田　智子 帝京高校 中江　美裕 大成中学校 永瀬　貴子 沖学園高校 遠田　真子 東海大翔洋高校
63kg級 嶺井　美穂 東松山市立南中学校 池　絵梨菜 東大阪大敬愛高校 新添　左季 天理高校 鍋倉　那美 大成中学校
57kg級 鈴木　伊織 大成中学校 西尾　直子 帝京高校 林　美七海 紀見北中学校 立川　莉奈 敬愛高校
52kg級 黒木七都美 大成中学校 向江　紗良 淑徳高校 米澤　夏帆 東大阪大敬愛高校 柴田　理帆 埼玉栄高校
48kg級 齋藤　美穂 埼玉栄高校 田北明日香 藍住中学校 高田明日香 敬愛高校 畠中理華子 奈良育英高校
44kg級 浅岡　美名 大成中学校 天野　夏美 香長中学校 藤山　未来 川之江北中学校 大村　美葵 大山口中学校
40kg級 坂上　　綾 夙川学院中学校 斉藤　優奈 大山口中学校 松田　紗穂 貫井中学校 山内穂乃花 京都学園高校
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