
平成22年11月20日(土)
千葉ポートアリーナ

-70kg 氏名 所属・年 -78kg 氏名 所属・年

1 國原　頼子 自衛隊体育学校 1 岡村　智美 コマツ
2 髙橋　ルイ 環太平洋大学1年 2 相馬　奈穂 環太平洋大学3年
3 國分　かおり 朝日大学3年 3 濵田　尚里 山梨学院大学2年
4 馬場　菜津美 山梨学院大学1年 4 石本　智子 福岡大学3年
5 塚越　加奈 淑徳大学2年 5 古木　里香 名城大学2年
6 松延　祐里 長崎明誠高等学校3年 6 下田　美紗季 淑徳大学2年
7 大野　陽子 立命館大学3年 7 池崎　春華 帝京大学4年
8 岡　明日香 コマツ 8 川島　巴瑠菜 旭川大学4年
9 唐鎌　千鶴 帝京大学2年 9 大石　美沙希 長崎明誠高等学校2年
10 吉次　紀子 福岡大学2年 10 柴野  亜希 北関東綜合警備保障
11 今井　優子 学校法人了徳寺学園 11 髙橋　千尋 三井住友海上火災保険
12 結城　久美子 敬愛高等学校3年 12 三戸　彩渚 環太平洋大学4年
13 小林　未来 筑波大学4年 13 髙松　彩香 國學院大學栃木高等学校2年

14 上野　巴恵 三井住友海上火災保険 14 鳥谷部  真弓 帝京大学職員
15 大住　有加 環太平洋大学4年 15 穴井　 さやか ミキハウス
16 横田　有由美 旭川大学3年 16 牧野　夢果 環太平洋大学1年
17 杉本　明日翔 JR東日本都市開発 17 兼子　貴江 仙台大学3年
18 谷口　亜弥 山梨学院大学4年 18 平岡　麻美 平成国際大学柔道クラブ
19 前田　奈恵子 帝京大学1年 19 佐藤　愛 天理大学2年
20 有我　享子 仙台大学4年 20 濵砂　香澄 敬愛高等学校3年
21 田知本　遥 東海大学2年 21 鶴岡　菜海 千葉県警察
22 山本　美樹 広島大学4年 22 池田　ひとみ 自衛隊体育学校
23 兼松　幸加 金沢学院大学2年 23 鈴木　亜紀奈 帝京大学4年
24 飯田　有香 山梨学院大学4年 24 西田　香穂 甲府工業高等学校2年
25 高畑　叔美 天理大学4年 25 堀江　久美子 兵庫県警察
26 川戸　郁香 淑徳大学1年 26 木村　美里 高岡法科大学4年
27 川上  由貴 フォーリーフジャパン 27 梅木　真美 阿蘇中央高等学校1年

28 生田　茜 山梨学院大学4年
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平成22年11月20日(土)
千葉ポートアリーナ

+78kg 氏名 所属・年

1 山部　佳苗 山梨学院大学2年
2 富山　美里 朝日大学3年
3 新田　沙也加 高岡法科大学4年
4 山本　恭奈 帝京大学1年
5 堀江　美帆 環太平洋大学1年
6 市橋　寿々華 東海大学4年
7 渡部　紫織 鶯谷高等学校2年
8 宮岡　亜樹 仙台大学2年
9 白石　のどか フォーリーフジャパン
10 橋口　ななみ 近畿大学2年
11 山崎　裕子 福岡工業大学3年
12 立山　真衣 フォーリーフジャパン
13 杉渕　りずみ 帝京大学4年
14 佐藤　みのり 平成国際大学3年
15 井上　愛美 新田高等学校3年
16 野方　ゆかり 近大クラブ
17 石山　麻弥 丸順
18 山本　志乃 広島県警察
19 橋本　奈緒美 環太平洋大学3年
20 土屋　文香 東海大学2年
21 河井  美樹 医療法人せのがわ瀬野川病院

22 橋本　朱未 淑徳高等学校1年
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平成22年11月21日(日)
千葉ポートアリーナ

-48kg 氏名 所属・年 -52kg 氏名 所属・年

1 浅見　八瑠奈 山梨学院大学4年 1 西田　優香 学校法人了徳寺学園
2 深谷　実紀 仙台大学1年 2 黒木　美晴 宮崎商業高等学校2年
3 福島  朱莉 高岡法科大学2年 3 塚原　理早 環太平洋大学2年
4 十田　美里 近畿大学2年 4 古杉　友美 警視庁
5 森崎 由理江 鹿屋体育大学2年 5 松本　彩佳 北海道文教大学2年
6 玉置　桃 藤村女子高等学校1年 6 斉藤　美貴 埼玉大学3年
7 久賀　麻美 環太平洋大学1年 7 秋元　江美 帝京大学4年
8 伊部　尚子 ぎふ柔道クラブ24 8 渡邉　美樹 東海大学2年
9 髙田　知穂 山梨学院大学1年 9 湧川　のな 山梨学院大学4年
10 西島　美保 南筑高等学校3年 10 谷本　和 環太平洋大学1年
11 皆川  はるか 日大三高柔道クラブ 11 近藤　優子 S・T・O
12 黒江　優希 山梨学院大学3年 12 橋本　優貴 金沢学院大学3年
13 濵田　早萌 大成高等学校1年 13 五味　奈津実 仙台大学2年
14 高野　美咲 沼田高等学校2年 14 堀井　江梨子 立命館大学2年
15 笠原　歩美 日本体育大学3年 15 垣田　恵利 兵庫県警察
16 山岸　絵美 三井住友海上火災保険 16 加賀谷　千保 山梨学院大学2年
17 蓬田　智佳 白鷗大学足利高等学校3年 17 楠　智恵 奈良育英高等学校2年
18 空閑　愛媛 山梨学院大学2年 18 井上  美果子 龍谷クラブ
19 浅香　夕海 東海大学3年 19 小島　愛子 自衛隊体育学校
20 林　佑実子 日本体育大学4年 20 三浦　理沙 東海大学2年
21 塚原　唯有 環太平洋大学2年 21 津村　美希 環太平洋大学3年
22 瀬戸口　彩 朝日大学1年 22 小泉　友香理 金沢学院大学3年
23 近藤　香 帝京大学4年 23 浅海　静香 山梨学院大学4年
24 臼井　茜 横須賀学院高等学校3年 24 山守　晴奈 愛知産業大学4年
25 萩野  早映 米田柔整専門学校3年 25 宮川　拓美 小松大谷高等学校2年
26 濵口　光 山梨学院大学4年 26 坂野　　歩 警視庁
27 竪山　優 鹿屋体育大学2年 27 森本　奈々美 学校法人了徳寺学園
28 饒平名　知子 沖縄尚学高等学校3年 28 古田　恵莉 福岡大学3年
29 細川　沙智 仙台大学3年 29 山本　杏 桐蔭学園高等学校1年

30 太田　千鶴 埼玉栄高等学校2年
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平成22年11月21日(日)
千葉ポートアリーナ

-57kg 氏名 所属・年 -63kg 氏名 所属・年

1 宇髙　菜絵 コマツ 1 田中　美衣 ぎふ柔道クラブ24
2 鳥居　加奈 環太平洋大学1年 2 米富  由加里 大阪府警察
3 三輪　愛子 龍谷大学2年 3 髙橋　夏生 東日本国際大学2年
4 塩瀬  絢子 三井住友海上火災保険 4 松岡　睦 帝京大学2年
5 吉元　佳代 山梨学院大学3年 5 大川　愛 天理大学2年
6 片岡　志乃 東大阪大学敬愛高等学校2年 6 山本　小百合 筑波大学2年
7 藤田　康恵 自衛隊体育学校 7 山田　美菜子 金沢学院大学1年
8 牧　志津香 筑波大学3年 8 小澤　理奈 ミキハウス
9 堀部　舞 高岡法科大学4年 9 松本　千奈津 宮崎商業高等学校1年
10 塚田　紗矢 國學院大學栃木高等学校3年 10 小茂田　光 立命館大学4年
11 坂巻　知春 仙台大学4年 11 渡辺　華奈 東海大学4年
12 廣村　麻衣 自衛隊体育学校 12 佐藤　晴香 旭川大学1年
13 岡田　晴菜 帝京大学4年 13 太田　晴奈 淑徳高等学校3年
14 中里　友理子 環太平洋大学2年 14 片桐　夏海 環太平洋大学4年
15 塩山　郁恵 愛知産業大学4年 15 谷本　育実 コマツ
16 佐藤　愛子 学校法人了徳寺学園 16 熊田　祥江 仙台大学4年
17 秋山　日向子 広島大学2年 17 岩澤　胡桃 愛知産業大学1年
18 中村　玲美 北海道教育大学1年 18 和田　麻未 社団法人山口県柔道協会
19 岩田　千絵 コマツ 19 上野　まゆみ 山梨学院大学4年
20 西川　友希 龍谷大学3年 20 田代　未来 淑徳高等学校1年
21 瓜生　愛子 帝京大学2年 21 小林　桃子 日本大学2年
22 七條　晶 警視庁 22 阿部　香菜 三井住友海上火災保険
23 平井　希 自衛隊体育学校 23 福島　萌衣 埼玉栄高等学校2年
24 小松　柔 修徳高等学校3年 24 原　侑木子 福岡大学4年
25 金子　遥 環太平洋大学4年 25 貝沼　麻衣子 淑徳大学4年
26 野中　未奈 コマツ 26 中川　愛子 警視庁
27 泉　志保 鹿屋体育大学4年 27 安松　春香 環太平洋大学1年
28 上村　凛歩 三井住友海上火災保険 28 池田　千華 帝京大学4年
29 石川　慈 帝京大学4年
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