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圓山　隼人 北海道 道都大学1年
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森田　晃弘 推薦(神奈川) 桐蔭横浜大学1年
大石　裕二 東北(岩手) 盛岡中央高校3年 長尾　翔太 北海道 道都大学1年
黒瀬　遼 関東(神奈川) 桐蔭学園高校3年 海上　隆行 東北(宮城) 小牛田農林高校3年
岡平　勝太 関東(茨城) 流通経済大学1年 吉田　優也 関東(神奈川) 東海大相模高校3年
蓬田　克也 関東(栃木) 白鷗足利高校 笠井　宝聖 関東(山梨) 山梨学院大学
三枝　智哉 東京 足立学園高校3年 手塚　龍大 東京 東海大学1年
石川　裕紀 東京 東海大学1年 五十嵐　遼介 東京 東海大学1年
山本　浩史 東京 足立学園高校3年 春山　友紀 東京 国士舘高校2年
外園　信吾 東京 国士舘高校 甲斐　弘太 東京 東京農業大学1年
成澤　竜 北信越(長野) 松本第一高校 小林　督之 北信越(福井) 福井工大附属福井高校2年
吉竹　雄城 東海(静岡) 常葉学園橘高校3年 冨田　晃吉 東海(愛知) 大成高校3年
矢野　大地 近畿(奈良) 天理大学1年 前口　裕紀 近畿(和歌山) 和歌山高校
西尾　亨祐 近畿(奈良) 天理高校2年 原　　崇寛 近畿(大阪) 近畿大学1年
森　　将一 近畿(兵庫) 育英高校 大谷　逸朗 近畿(奈良) 天理大学1年
沖野　太樹 中国(広島) 瀬戸内高校3年 大田　茂文 中国(広島) 近大福山高校3年
魚山　皓平 四国(愛媛) 新田高校 河坂　有希 四国(愛媛) 松山大学1年
大久保　省吾 九州(宮崎) 宮崎日本大学高校3年 平嶋　孝史 九州(福岡) 福岡大学1年
右田　晃介 九州(福岡) 大牟田高校 西　　清也 九州(福岡) 西日本短大附属高校

6
6
k
g
級

松舘　直也 北海道 道都大学
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水戸部　知大 北海道 北海道栄高校
馬上　忠頼 東北(福島) 平工業高校3年 早坂　優季 東北(山形) 羽黒高校3年
田中　浩平 関東(神奈川) 桐蔭学園高校3年 新井　優来 関東(茨城) 筑波大学1年
小倉　武蔵 関東(埼玉) 埼玉栄高校3年 岡村　照大 関東(埼玉) 埼玉大学1年
瓜生　翔一 東京 日本体育大学1年 金子　亮平 関東(埼玉) 埼玉栄高校2年
都井　　渉 東京 大東文化大学1年 清水　龍太 東京 明治大学2年
関谷　真樹 東京 日本体育大学1年 寺島　克興 東京 国士舘高校3年
橋口　靖史 東京 東海大学1年 熊代　佑輔 東京 東海大学1年
飯倉　　仁 東京 國學院大學1年 辻坂　　章 東京 国士舘高校3年
小寺　将史 北信越(石川) 鶴来高校2年 山根　誠 北信越(石川) 鶴来高校
六郷　雄平 東海(愛知) 大成高校1年 菅原　健志 東海(愛知) 大成高校2年
永谷　貴信 近畿(滋賀) 比叡山高校 金子　宗徳 近畿(奈良) 天理大学1年
吉本　幸紀 近畿(大阪) 大阪産業大学1年 髙地　俊輔 近畿(京都) 立命館大学1年
中村　剛教 近畿(京都) 京都共栄学園高校2年 内林　晃平 近畿(大阪) 近畿大学1年
松下　翔一 中国(山口) 高川学園高校3年 羽沢　頼誠 中国(岡山) 作陽高校2年
田村　和也 四国(高知) 高知工業高校3年 小島　隼人 四国(愛媛) 松山大学1年
前野　将吾 九州(福岡) 東海大第五高校3年 七戸　龍 九州(福岡) 福岡大学1年
竪山　剛 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年 中村　大悟 九州(福岡) 福岡大学1年
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平井　勝 推薦(神奈川) 日本体育大学1年
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松澤　光 北海道 東海大学第四高校3年
吉田　惟人 北海道 東海大学第四高校3年 木村　一心 東北(青森) 青森山田高校3年
郡司　成晃 東北(福島) 田村高校3年 豊田　竜太 関東(神奈川) 東海大相模高校2年
粟野　靖浩 関東(神奈川) 筑波大学1年 渡辺　智斗 関東(埼玉) 埼玉栄高校2年
島倉　亨 関東(神奈川) 桐蔭横浜大学1年 百瀬　　優 東京 国士舘高校3年
海老沼　匡 東京 世田谷学園高校3年 梶屋　祐太 東京 日本大学1年
木村　吉貴 東京 東海大学1年 兒玉　雄一 東京 修徳高校2年
廣重　覚尚 東京 東海大学1年 河村　道生 東京 日本大学1年
八巻　　祐 東京 東海大学1年 月波　貴広 東京 日本体育大学1年
西浦　太朗 北信越(富山) 小杉高校3年 沼田　翔平 北信越(石川) 金沢学院大学2年
下山　徳大 東海(愛知) 大成高校3年 稲田　基 東海(愛知) 大成高校1年
野手　健志 近畿(和歌山) 箕島高校3年 高橋　辰典 近畿(奈良) 天理大学1年
肥後　翔太 近畿(京都) 龍谷大学1年 滝　　大輔 近畿(奈良) 天理大学1年
山本　竜也 近畿(兵庫) 天理大学1年 岩﨑　祐介 近畿(兵庫) 関西学院大学1年
杉山　公紀 中国(岡山) 作陽高校3年 上川　大樹 中国(広島) 崇徳高校3年
中矢　力 四国(愛媛) 新田高校3年 鹿谷　武史 四国(香川) 高松商業高校3年
石松　啓助 九州(福岡) 福岡大学2年 増田　哲也 九州(福岡) 大牟田高校3年
大隈　直樹 九州(福岡) 久留米商業高校3年 中山　力哉 九州(宮崎) 延岡学園高校3年
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垣田　恭兵 推薦(広島) 近畿大学2年
秋元　鷹 北海道 道都大学
佐藤健太郎 東北(山形) 山形工業高校3年
高木　漠 関東(神奈川) 桐蔭学園高校
川瀬　孝司 関東(茨城) 筑波大学1年
武田　茂之 東京 明治大学1年
長島　啓太 東京 東海大学1年
本間　　光 東京 国士舘大学1年
緒方　龍真 東京 国士舘大学1年
鈴木　勝哉 北信越(新潟) 阿賀野市柔道連盟
中井　貴裕 東海(愛知) 大成高校
内門　卓也 近畿(奈良) 天理大学1年
南　　拓也 近畿(京都) 同志社大学1年
鈴木　昭徳 近畿(奈良) 天理大学1年
清山　一樹 中国(岡山) 岡山商科大学
山邉　雄己 四国(愛媛) 新田高校3年
下篠　貴之 九州(福岡) 冲学園高校
大徳壮太郎 九州(福岡) 福岡大学
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森本　明日美 北海道 札幌山の手高校3年
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上野　巴恵 推薦(北海道) 旭川南高校3年
左近士　ゆか 東北(宮城) 仙台大学1年 佐々木　彩美 北海道 北海高校3年
浅見　八瑠奈 関東(山梨) 山梨学院大学1年 菊池　舞美 東北(青森) 青森北高校3年
黒江　優希 関東(神奈川) 横須賀学院高校3年 谷口　亜弥 関東(山梨) 山梨学院大学1年
藤井　あやか 関東(埼玉) 埼玉栄高校3年 髙橋　千尋 関東(千葉) 八千代高校3年
濱口　光 関東(山梨) 山梨学院大学1年 池田　未来 関東(埼玉) 埼玉栄高校3年
近藤　香 東京 帝京大学1年 井上　晃子 東京 帝京大学1年
澤田　友里 東京 淑徳高校3年 定形　美希 東京 帝京大学1年
浅香　夕海 東京 藤村女子高校3年 鈴木　亜紀奈 東京 帝京大学
小林　弥姫 北信越(長野) 松商学園高校3年 田知本　遥 北信越(富山) 小杉高校2年
森本　絢香 東海(三重) 名張高校3年 田渕　たまえ 東海(岐阜) 大垣日本大学高校3年
福本　奈緒 近畿(兵庫) 明石市立二見中学校3年 浅井　仁美 近畿(京都) 京都学園高校3年
行友　奈緒美 近畿(大阪) 大阪体育大学1年 吉岡　香苗 近畿(京都) 龍谷大学1年
松井　加名 近畿(奈良) 奈良育英高校3年 荻田　亜紗子 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校3年
芦田　友里 中国(岡山) 環太平洋大学1年 寺本　亜矢 中国(岡山) 環太平洋大学1年
髙市　菜摘 四国(愛媛) 新田高校2年 中村　沙知 四国(愛媛) 松山大学1年
森﨑　由理江 九州(宮崎) 宮崎日大高校2年 川上　由貴 九州(福岡) 福岡大学2年
瀬戸口　はつき 九州(鹿児島) れいめい高校3年 松本　光 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年

5
2
k
g
級

斉藤　美貴 推薦(東京) 淑徳高校3年
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川島　巴瑠菜 北海道 旭川大学1年
田村　明日美 北海道 旭川南高校2年 鑓水　里美 東北(山形) 山形中央高校3年
野田　優海 東北(宮城) 東北高校2年 生田　茜 関東(山梨) 山梨学院大学1年
秋山　藍里 関東(群馬) 高崎経済大附属高校3年 豊田　幸 関東(茨城) 水戸葵陵高校3年
雨宮　真由 関東(神奈川) 三浦学苑三浦高校 前崎　圭子 関東(神奈川) 桐蔭学園高校
浅海　静香 関東(山梨) 山梨学院大学1年 菅原　歩巴 関東(埼玉) 埼玉栄高校
秋元　江美 東京 帝京大学1年 岡村　智美 東京 コマツ
川﨑　萌 東京 帝京大学1年 池崎　春華 東京 帝京大学1年
尾木　琴美 東京 帝京大学1年 宍戸　清恵 東京 早稲田大学1年
広村　美樹 北信越(石川) 津幡高校2年 木村　美里 北信越(富山) 高岡法科大学1年
加賀谷　千保 東海(静岡) 藤枝順心高校2年 増田　奈美 東海(静岡) 静岡学園高校3年
橋本　優貴 近畿(兵庫) 市立兵庫商業高校3年 山本　紗織 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校2年
鳥谷　彩可 近畿(兵庫) 夙川学院高校2年 大野　陽子 近畿(京都) 立命館宇治高校3年
安達　美奈代 近畿(兵庫) 三田松聖高校3年 中浦　久美子 近畿(京都) 立命館大学2年
森本　奈々美 中国(広島) 広島大学2年 三戸　彩渚 中国(岡山) 環太平洋大学1年
津村　美希 四国(愛媛) 新田高校3年 石本　智子 四国(香川) 高松商業高校3年
井上　愛耶香 九州(熊本) 阿蘇高校3年 佐藤　瑠香 九州(福岡) 八幡工業高校1年
福原亜莉沙 九州(福岡) 敬愛高校1年 藤山　なおこ 九州(福岡) 福岡大学1年
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川口　彩乃 北海道 旭川南高校2年

7
8
k
g
超
級

山部　佳苗 北海道 旭川大学高校2年
原　　明菜 東北(青森) 青森山田高校3年 板垣　沙織 東北(宮城) 仙台大学2年
阿部　友香 関東(埼玉) 淑徳大学1年 村越　亜美 関東(埼玉) 埼玉栄高校3年
小野　綾子 関東(茨城) 土浦日大高校 烏帽子　美久 関東(埼玉) 埼玉栄高校1年
大友　真貴子 関東(埼玉) 埼玉栄高校3年 春山　雪乃 関東(神奈川) 横須賀学院高校3年
石川　慈 東京 帝京大学1年 田知本　愛 東京 東海大学1年
小原　奈美 東京 淑徳高校3年 石山　麻弥 東京 帝京大学2年
平田　真梨子 東京 東海大学1年 佐伯　友美 東京 帝京大学1年
秋吉　沙織 東京 帝京大学1年 白石　のどか 東京 日本大学2年
堀部　舞 北信越(富山) 高岡法科大学1年 麻岡　優子 北信越(福井) 福井工大附属福井高校3年
勝呂　綾 東海(静岡) 庵原高校3年 村瀬　晴香 東海(静岡) 庵原高校3年
牧　志津香 近畿(大阪) 大阪工業大高校3年 山中　美香 近畿(京都) 立命館大学1年
山岡　可愛 近畿(大阪) 大阪体育大学2年 佐藤　糸織 近畿(兵庫) 湊川女子短期大学1年
平井　愛奈 近畿(大阪) 東大阪大学敬愛高校2年 高橋　郁恵 近畿(大阪) 大阪工業大高校3年
菅　里美 中国(岡山) 環太平洋大学1年 川﨑　亜沙美 中国(広島) 清水ヶ丘高校3年
柿内　沙弥香 四国(高知) 岡豊高校3年 宮岡　亜樹 四国(愛媛) 新田高校2年
吉元　佳代 九州(鹿児島) 鹿児島南高校3年 山崎　裕子 九州(福岡) 福工大城東高校3年
古後　梓 九州(福岡) 福岡舞鶴高校2年 畑村　亜希 九州(福岡) 敬愛高校2年
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高島　慧巳 北海道 北海高校
阿部　香菜 東北(宮城) 三井住友海上火災保険(株)
中里　友理子 関東(埼玉) 埼玉栄高校2年
長沼　希 関東(栃木) 作新学院高校3年
磯崎　未佳 関東(千葉) 八千代高校3年
西　智美 関東(神奈川) 桐蔭学園高校3年
渡辺　華奈 東京 東海大学1年
池田　千華 東京 帝京大学1年
加納　小雪 東京 帝京大学1年
宮下　寿子 北信越(長野) 松商学園高校1年
中尾　彩乃 東海(静岡) 東海大翔洋高校3年
小茂田　光 近畿(京都) 立命館大学1年
井原　沙耶 近畿(兵庫) 三田松聖高校3年
加茂田　絵夢 近畿(京都) 京都学園高校3年
片桐　夏海 中国(岡山) 環太平洋大学1年
松岡　睦 四国(高知) 岡豊高校2年
菊川　優希 九州(宮崎) 宮崎商業高校2年
泉　　志保 九州(鹿児島) 鹿屋体育大学1年
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