
優勝 渡名喜風南 TONAKI Funa 帝 京 大 学 2 年

２位 山﨑　珠美 YAMAZAKI Tamami 山 梨 学 院 大 学 4 年

森﨑由理江 MORIZAKI Yurie 鑪 建 築 設 計 事 務 所

遠藤　宏美 ENDO Hiromi ALSOK

優勝 西田　優香 NISHIDA Yuka 了 德 寺 学 園 職

２位 垣田　恵利 KAKITA Eri 兵 庫 県 警 察

富沢　佳奈 TOMIZAWA Kana 埼 玉 栄 高 校 1 年

黒木　美晴 KUROKI Miharu 環 太 平 洋 大 学 4 年

優勝 石川　　慈 ISHIKAWA Megumi コ マ ツ

２位 山本　　杏 YAMAMOTO Anzu 国 士 舘 大 学 3 年

出口クリスタ DEGUCHI Christa 山 梨 学 院 大 学 2 年

大友真貴子 OTOMO Makiko コ マ ツ

優勝 能智亜衣美 NOUCHI Aimi 筑 波 大 学 2 年

２位 鍋倉　那美 NABEKURA Nami 大 成 高 校 3 年

塩瀬　絢子 SHIOSE Ayako 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険

米澤　夏帆 YONEZAWA Kaho 龍 谷 大 学 1 年

優勝 大野　陽子 ONO Yoko コ マ ツ

２位 池　絵梨菜 IKE Erina 国 士 舘 大 学 1 年

宇野友紀子 UNO Yukiko 環 太 平 洋 大 学 3 年

安松　春香 YASUMATSU Haruka ALSOK

優勝 濵田　尚里 HAMADA Shori 自 衛 隊 体 育 学 校

２位 髙山　莉加 TAKAYAMA Rika 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険

泉　　真生 IZUMI Mao 山 梨 学 院 大 学 1 年

髙橋　ルイ TAKAHASHI Rui オ ー ジ ー 技 研

優勝 朝比奈沙羅 ASAHINA Sarah 東 海 大 学 1 年

２位 稲森　奈見 INAMORI Nami 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険

市橋寿々華 ICHIHASHI Suzuka 大 阪 府 警 察

井上　愛美 INOUE Manami JR 九 州

57kg級

３位

63kg級

３位

70kg級

３位

78kg級

３位

平成27年度講道館杯全日本体重別柔道選手権大会平成27年度講道館杯全日本体重別柔道選手権大会平成27年度講道館杯全日本体重別柔道選手権大会平成27年度講道館杯全日本体重別柔道選手権大会

女 子 試 合 成 績 一 覧 表

階  級 順位 氏　　　名 所　　　　　　　属

３位

78kg超級

３位

48kg級

３位

52kg級



平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)

指導指導指導指導３３３３
000S1000S1000S1000S1 [[[[ 3:403:403:403:40 ]]]]100S0100S0100S0100S0 ////

000S0000S0000S0000S0 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

横四方固横四方固横四方固横四方固
001S1001S1001S1001S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

48kg48kg48kg48kg
1111 渡名喜風南渡名喜風南渡名喜風南渡名喜風南 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年

指導指導指導指導１１１１

4:004:004:004:00 ]]]]

001S3001S3001S3001S3

指導指導指導指導３３３３2222 中江菜々望中江菜々望中江菜々望中江菜々望 朝日大学3年朝日大学3年朝日大学3年朝日大学3年

////

夙川学院高校3年夙川学院高校3年夙川学院高校3年夙川学院高校3年

3333 安達沙緒里安達沙緒里安達沙緒里安達沙緒里 東海大学3年東海大学3年東海大学3年東海大学3年

4444 坂上坂上坂上坂上　　　　　　　　綾綾綾綾

5555 橘薗橘薗橘薗橘薗　　　　　　　　舞舞舞舞 国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年国士舘大学4年
000S2000S2000S2000S2

]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈

]]]]

指導指導指導指導２２２２
//// 000S3000S3000S3000S3 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00

000S0000S0000S0000S0 ////

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]001S2001S2001S2001S2

巴投巴投巴投巴投

指導指導指導指導１１１１

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00

環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年

8888 髙橋髙橋髙橋髙橋　　　　瑠衣瑠衣瑠衣瑠衣 環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年

自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
000S1000S1000S1000S1 ////

7777 十田十田十田十田　　　　美里美里美里美里

杉本杉本杉本杉本　　　　祐海祐海祐海祐海6666

0:000:000:000:00 ]]]]

指導指導指導指導３３３３

4:004:004:004:00 ]]]]

9999 笠原笠原笠原笠原　　　　歩美歩美歩美歩美 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

10101010 名田名田名田名田ちひろちひろちひろちひろ 立命館大学3年立命館大学3年立命館大学3年立命館大学3年

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[

000S3000S3000S3000S3

指導指導指導指導３３３３

指導指導指導指導２２２２
000S1000S1000S1000S1 [[[[

]]]]000S0000S0000S0000S0 ////

12121212 乙女乙女乙女乙女　　　　未来未来未来未来 九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年

11111111 遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　宏美宏美宏美宏美 ALSOKALSOKALSOKALSOK
////

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00

000S0000S0000S0000S0
14141414 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　愛実愛実愛実愛実 仙台大学2年仙台大学2年仙台大学2年仙台大学2年

]]]]
上四方固上四方固上四方固上四方固

3:593:593:593:59 ]]]]

15151515 森﨑由理江森﨑由理江森﨑由理江森﨑由理江 鑪建築設計事務所鑪建築設計事務所鑪建築設計事務所鑪建築設計事務所

光永光永光永光永　　　　采世采世采世采世 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年

近藤近藤近藤近藤　　　　　　　　香香香香 日本生命日本生命日本生命日本生命

北海道警察北海道警察北海道警察北海道警察

13131313

100S1100S1100S1100S1 [[[[

17171717 腰腰腰腰　　　　　　　　文音文音文音文音 鶴来高校鶴来高校鶴来高校鶴来高校

////

大腰大腰大腰大腰

大内刈大内刈大内刈大内刈

0:500:500:500:50 ]]]]100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0

18181818 常見常見常見常見　　　　海琴海琴海琴海琴 埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年

19191919

4:004:004:004:00000S2000S2000S2000S2 //// 000S3000S3000S3000S3 [[[[

小内巻込小内巻込小内巻込小内巻込

[[[[ 4:004:004:004:00

渡名喜風南渡名喜風南渡名喜風南渡名喜風南

]]]]000S2000S2000S2000S2001S0001S0001S0001S0 ////

]]]]

////

指導指導指導指導２２２２

000S1000S1000S1000S1

田村明日実田村明日実田村明日実田村明日実16161616

指導指導指導指導２２２２

000S1000S1000S1000S1

[[[[

21212121 高野高野高野高野　　　　美咲美咲美咲美咲 環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年

001S1001S1001S1001S1 //// 000S0000S0000S0000S0

20202020 梅北梅北梅北梅北　　　　眞衣眞衣眞衣眞衣 夙川学院高校2年夙川学院高校2年夙川学院高校2年夙川学院高校2年
2:472:472:472:47

大内返大内返大内返大内返

[[[[

帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年

4:004:004:004:00 ]]]]

龍谷大学3年龍谷大学3年龍谷大学3年龍谷大学3年

24242424 小山亜利沙小山亜利沙小山亜利沙小山亜利沙 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年

23232323 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　美佳美佳美佳美佳

小外掛小外掛小外掛小外掛

100S0100S0100S0100S0 [[[[ 3:043:043:043:04 ]]]]

26262626 蓬田蓬田蓬田蓬田　　　　智佳智佳智佳智佳 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

000S1000S1000S1000S1 ////

25252525 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　友美友美友美友美 高岡法科大学3年高岡法科大学3年高岡法科大学3年高岡法科大学3年

22222222 濵田濵田濵田濵田　　　　早萌早萌早萌早萌

[[[[ 1:281:281:281:28 ]]]]
28282828 日下部敦美日下部敦美日下部敦美日下部敦美 関西大倉高校3年関西大倉高校3年関西大倉高校3年関西大倉高校3年

000S1000S1000S1000S1 ////

001S0001S0001S0001S0

横四方固横四方固横四方固横四方固

[[[[

道都大学4年道都大学4年道都大学4年道都大学4年

101S2101S2101S2101S2 //// 000S0000S0000S0000S0

合合合合せせせせ技技技技

101S0101S0101S0101S0

山﨑山﨑山﨑山﨑　　　　珠美珠美珠美珠美 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年
000S0000S0000S0000S0 ////

27272727 藤原藤原藤原藤原　　　　実果実果実果実果 筑波大学3年筑波大学3年筑波大学3年筑波大学3年
000S0000S0000S0000S0 ////

4444 坂上坂上坂上坂上　　　　　　　　綾綾綾綾 夙川学院高校3年夙川学院高校3年夙川学院高校3年夙川学院高校3年 巴投巴投巴投巴投

100S0100S0100S0100S0 [[[[ 0:360:360:360:36 ]]]]
29292929

1:261:261:261:26 ]]]]

9999 笠原笠原笠原笠原　　　　歩美歩美歩美歩美 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本
000S1000S1000S1000S1 //// 100S1100S1100S1100S1 [[[[

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(DH)DH)DH)DH)

]]]]

000S0000S0000S0000S0 //// 101S0101S0101S0101S0 [[[[

2:432:432:432:43 横四方固横四方固横四方固横四方固

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0

森﨑由理江森﨑由理江森﨑由理江森﨑由理江 鑪建築設計事務所鑪建築設計事務所鑪建築設計事務所鑪建築設計事務所

18181818 常見常見常見常見　　　　海琴海琴海琴海琴 埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年

15151515

000S2000S2000S2000S2 //// 100S2100S2100S2100S2 [[[[ GSGSGSGS

24242424 小山亜利沙小山亜利沙小山亜利沙小山亜利沙 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年 背負投背負投背負投背負投

]]]]

6:066:066:066:06 ]]]]

11111111 遠藤遠藤遠藤遠藤　　　　宏美宏美宏美宏美 ALSOKALSOKALSOKALSOK

[[[[ 1:581:581:581:58 ]]]]

000S2000S2000S2000S2 //// 010S1010S1010S1010S1 [[[[ 4:004:004:004:00

]]]]

払腰払腰払腰払腰

001S0001S0001S0001S0 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投

003S1003S1003S1003S1 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

小内刈小内刈小内刈小内刈

//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

]]]]

小内刈小内刈小内刈小内刈

背負投背負投背負投背負投

100S0100S0100S0100S0 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 2:292:292:292:29 ]]]]

]]]]

大内返大内返大内返大内返

000S2000S2000S2000S2 //// 010S1010S1010S1010S1 [[[[ 4:004:004:004:00

000S0000S0000S0000S0 //// 001S2001S2001S2001S2 [[[[ 4:004:004:004:00



平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)

背負投背負投背負投背負投

平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

52kg52kg52kg52kg
1111 西田西田西田西田　　　　優香優香優香優香 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職

体落体落体落体落2222 中村中村中村中村くるみくるみくるみくるみ 帝京科学大学2年帝京科学大学2年帝京科学大学2年帝京科学大学2年
002S0002S0002S0002S0 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

1:201:201:201:20 ]]]]
後袈裟固後袈裟固後袈裟固後袈裟固

[[[[

4:004:004:004:00 ]]]]

101S0101S0101S0101S0 //// 000S2000S2000S2000S2
3333 飯塚飯塚飯塚飯塚　　　　貴恵貴恵貴恵貴恵

4444 髙田髙田髙田髙田　　　　知穂知穂知穂知穂 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校

東京学芸大学3年東京学芸大学3年東京学芸大学3年東京学芸大学3年

帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年
000S0000S0000S0000S0

001S0001S0001S0001S0 //// 100S1100S1100S1100S1 [[[[ 3:323:323:323:32

4:004:004:004:00 ]]]]

]]]]
指導指導指導指導１１１１

5555 渡邉渡邉渡邉渡邉　　　　貴子貴子貴子貴子

[[[[

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

姫路獨協大学1年姫路獨協大学1年姫路獨協大学1年姫路獨協大学1年
100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0 0:000:000:000:00 ]]]]

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(DH)DH)DH)DH)

不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

6666 納庄納庄納庄納庄　　　　秋甫秋甫秋甫秋甫

0:200:200:200:20 ]]]]
背負投背負投背負投背負投

[[[[000S0000S0000S0000S0 //// 101S0101S0101S0101S0
7777 古川古川古川古川　　　　榛花榛花榛花榛花

8888 薬師神桃子薬師神桃子薬師神桃子薬師神桃子 ヤックスヤックスヤックスヤックス

東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年

100S0100S0100S0100S0 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 2:342:342:342:34 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

9999 黒木黒木黒木黒木　　　　美晴美晴美晴美晴 環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年
000S0000S0000S0000S0 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

横四方固横四方固横四方固横四方固

10101010 立川立川立川立川　　　　莉奈莉奈莉奈莉奈 福岡大学1年福岡大学1年福岡大学1年福岡大学1年
101S1101S1101S1101S1 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 3:463:463:463:46 ]]]]

]]]]
横四方固横四方固横四方固横四方固

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(DH)DH)DH)DH)

11111111 渡邉渡邉渡邉渡邉　　　　美樹美樹美樹美樹 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本
000S0000S0000S0000S0 [[[[

4:154:154:154:15 ]]]]

3:343:343:343:34110S0110S0110S0110S0 ////

//// 100S0100S0100S0100S0 [[[[
12121212 毛内毛内毛内毛内　　　　愛穂愛穂愛穂愛穂 大内返大内返大内返大内返

13131313 前田前田前田前田　　　　千島千島千島千島 三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険

仙台大学3年仙台大学3年仙台大学3年仙台大学3年
000S1000S1000S1000S1

001S2001S2001S2001S2 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
背負投背負投背負投背負投

14141414 高塚高塚高塚高塚　　　　　　　　夢夢夢夢 滋賀県警察滋賀県警察滋賀県警察滋賀県警察
100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:021:021:021:02 ]]]]

払腰払腰払腰払腰
//// 000S1000S1000S1000S1

4:004:004:004:00 ]]]]
15151515 森森森森　　　　由芽香由芽香由芽香由芽香 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年

000S0000S0000S0000S0
指導指導指導指導２２２２

//// 000S2000S2000S2000S2

//// 001S0001S0001S0001S0 [[[[

16161616 山田山田山田山田　　　　桃子桃子桃子桃子 中京大学4年中京大学4年中京大学4年中京大学4年
000S0000S0000S0000S0

]]]]

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

西田西田西田西田　　　　優香優香優香優香

000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00

000S0000S0000S0000S0 ////

指導指導指導指導２２２２

17171717 内尾内尾内尾内尾　　　　真子真子真子真子 筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年 指導指導指導指導１１１１ 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職

19191919 海老海老海老海老　　　　祐加祐加祐加祐加 秋田県警察秋田県警察秋田県警察秋田県警察
100S0100S0100S0100S0

環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年

[[[[ 3:133:133:133:13 ]]]]
後袈裟固後袈裟固後袈裟固後袈裟固

]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈

//// 000S0000S0000S0000S0

20202020 佐々木佐々木佐々木佐々木　　　　愛愛愛愛

18181818 甫木甫木甫木甫木　　　　実咲実咲実咲実咲

//// 101S1101S1101S1101S1 [[[[ 1:351:351:351:35 ]]]]

21212121 富沢富沢富沢富沢　　　　佳奈佳奈佳奈佳奈 埼玉栄高校1年埼玉栄高校1年埼玉栄高校1年埼玉栄高校1年
000S2000S2000S2000S2 GSGSGSGS 7:267:267:267:26

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00

指導指導指導指導２２２２

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

4:004:004:004:00 ]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈

帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年
000S0000S0000S0000S0

23232323 阿部阿部阿部阿部　　　　　　　　詩詩詩詩 夙川学院中学校3年夙川学院中学校3年夙川学院中学校3年夙川学院中学校3年
011S3011S3011S3011S3 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

]]]]
払腰払腰払腰払腰

22222222 田中田中田中田中　　　　佐和佐和佐和佐和 金沢学院大学4年金沢学院大学4年金沢学院大学4年金沢学院大学4年
001S0001S0001S0001S0 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

24242424 川越川越川越川越　　　　梨乃梨乃梨乃梨乃 山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年
100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:331:331:331:33 ]]]]

大内刈大内刈大内刈大内刈

25252525 五味奈津実五味奈津実五味奈津実五味奈津実 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本
000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 2:392:392:392:39 ]]]]

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

26262626 義村義村義村義村　　　　真由真由真由真由 鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年
100S0100S0100S0100S0 //// 000S4000S4000S4000S4 [[[[ 3:103:103:103:10 ]]]]

指導指導指導指導１１１１

27272727 金田金田金田金田　　　　結花結花結花結花 VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE
000S0000S0000S0000S0 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS 5:445:445:445:44 ]]]]

合合合合せせせせ技技技技

28282828 玉手玉手玉手玉手　　　　美紅美紅美紅美紅 道都大学2年道都大学2年道都大学2年道都大学2年
100S1100S1100S1100S1 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 3:143:143:143:14 ]]]]

大外刈大外刈大外刈大外刈

29292929 黒木七都美黒木七都美黒木七都美黒木七都美 大成高校3年大成高校3年大成高校3年大成高校3年
000S1000S1000S1000S1 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:301:301:301:30 ]]]]

大内刈大内刈大内刈大内刈

30303030 長壁長壁長壁長壁　　　　榛美榛美榛美榛美 東京柔道整復専門学校東京柔道整復専門学校東京柔道整復専門学校東京柔道整復専門学校
001S1001S1001S1001S1 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS 5:045:045:045:04 ]]]]

縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固

31313131 垣田垣田垣田垣田　　　　恵利恵利恵利恵利 兵庫県警察兵庫県警察兵庫県警察兵庫県警察
000S1000S1000S1000S1 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:411:411:411:41 ]]]]

大外刈大外刈大外刈大外刈

後袈裟固後袈裟固後袈裟固後袈裟固

32323232 太田太田太田太田　　　　成美成美成美成美 アールはっとりアールはっとりアールはっとりアールはっとり鍼灸接骨院鍼灸接骨院鍼灸接骨院鍼灸接骨院
100S1100S1100S1100S1 //// 000S1000S1000S1000S1

4:004:004:004:00 ]]]]

[[[[ 2:122:122:122:12 ]]]]

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

7777 古川古川古川古川　　　　榛花榛花榛花榛花 東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年

[[[[ GSGSGSGS 5:535:535:535:53 ]]]] 指導指導指導指導１１１１

000S1000S1000S1000S1 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

15151515 森森森森　　　　由芽香由芽香由芽香由芽香 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年
100S1100S1100S1100S1 //// 000S1000S1000S1000S1

001S2001S2001S2001S2

富沢富沢富沢富沢　　　　佳奈佳奈佳奈佳奈 埼玉栄高校1年埼玉栄高校1年埼玉栄高校1年埼玉栄高校1年

17171717 内尾内尾内尾内尾　　　　真子真子真子真子 筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年 払腰返払腰返払腰返払腰返

21212121

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[

25252525 五味奈津実五味奈津実五味奈津実五味奈津実 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本
000S0000S0000S0000S0 ////

0:550:550:550:55 ]]]]

9999 黒木黒木黒木黒木　　　　美晴美晴美晴美晴 環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]] 合合合合せせせせ技技技技



平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)
平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

57kg57kg57kg57kg
1111 山本山本山本山本　　　　　　　　杏杏杏杏 国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年国士舘大学3年

帝京大学1年帝京大学1年帝京大学1年帝京大学1年

000S0000S0000S0000S0 ////

4:004:004:004:00 ]]]]000S0000S0000S0000S0 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[2222 萩野萩野萩野萩野　　　　美咲美咲美咲美咲

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

指導指導指導指導２２２２

指導指導指導指導１１１１

3333 北岡北岡北岡北岡　　　　　　　　京京京京

4:004:004:004:00

袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰4444 舟久保遥香舟久保遥香舟久保遥香舟久保遥香 富士学苑高校2年富士学苑高校2年富士学苑高校2年富士学苑高校2年

龍谷大学4年龍谷大学4年龍谷大学4年龍谷大学4年
指導指導指導指導１１１１

5555 難波難波難波難波　　　　実里実里実里実里 帝京科学大学4年帝京科学大学4年帝京科学大学4年帝京科学大学4年

000S0000S0000S0000S0

001S0001S0001S0001S0 //// 010S3010S3010S3010S3

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS 6:106:106:106:10 ]]]]

藤枝順心高校3年藤枝順心高校3年藤枝順心高校3年藤枝順心高校3年

001S001S001S001S４４４４ ////

1:481:481:481:48 ]]]]000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[
6666 谷川谷川谷川谷川　　　　美歩美歩美歩美歩

100S0100S0100S0100S0 [[[[ 3:193:193:193:19 ]]]]

横四方固横四方固横四方固横四方固

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

]]]][[[[

渡部渡部渡部渡部　　　　優花優花優花優花 環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年環太平洋大学4年

山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年7777 月野月野月野月野　　　　珠里珠里珠里珠里

4:004:004:004:00

4:004:004:004:00 ]]]]

大内刈大内刈大内刈大内刈8888

内股内股内股内股すかしすかしすかしすかし

9999 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　真佑真佑真佑真佑 JRJRJRJR九州九州九州九州

001S0001S0001S0001S0 //// 000S1000S1000S1000S1

000S1000S1000S1000S1 //// 011S1011S1011S1011S1

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰袖釣込腰

]]]][[[[

10101010 大友真貴子大友真貴子大友真貴子大友真貴子 コマツコマツコマツコマツ

指導指導指導指導２２２２

11111111 野村野村野村野村ひかりひかりひかりひかり 金沢学院大学3年金沢学院大学3年金沢学院大学3年金沢学院大学3年

000S2000S2000S2000S2 ////

010S1010S1010S1010S1

背負投背負投背負投背負投

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

//// 000S2000S2000S2000S2

12121212 小野小野小野小野　　　　彰子彰子彰子彰子

000S0000S0000S0000S0 [[[[

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

4:004:004:004:00 ]]]]

13131313 阿部阿部阿部阿部　　　　菜那菜那菜那菜那 秋田大学3年秋田大学3年秋田大学3年秋田大学3年

ベネシードベネシードベネシードベネシード

100S1100S1100S1100S1 //// 000S4000S4000S4000S4 [[[[ 3:393:393:393:39 ]]]]

//// 001S2001S2001S2001S2 [[[[

001S2001S2001S2001S2 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 4:004:004:004:00

大内返大内返大内返大内返

]]]]

腰車腰車腰車腰車14141414 金子金子金子金子　　　　瑛美瑛美瑛美瑛美 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
000S0000S0000S0000S0

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]001S1001S1001S1001S1 //// 000S0000S0000S0000S0

101S0101S0101S0101S0

隅落隅落隅落隅落

15151515 丸山丸山丸山丸山ちひろちひろちひろちひろ 鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年

2:112:112:112:11 ]]]]

石川石川石川石川　　　　　　　　慈慈慈慈

16161616 玉置玉置玉置玉置　　　　　　　　桃桃桃桃 三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険

000S0000S0000S0000S0 ////

]]]]

横四方固横四方固横四方固横四方固

17171717 武井武井武井武井　　　　嘉恵嘉恵嘉恵嘉恵 山形市役所山形市役所山形市役所山形市役所

指導指導指導指導２２２２

コマツコマツコマツコマツ 001001001001

18181818 西尾西尾西尾西尾　　　　直子直子直子直子 帝京科学大学1年帝京科学大学1年帝京科学大学1年帝京科学大学1年
[[[[ 0:220:220:220:22

100100100100 [[[[ 3:253:253:253:25 ]]]]////

[[[[

//// 100S0100S0100S0100S0

000S2000S2000S2000S2 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

大内刈大内刈大内刈大内刈

19191919 小川小川小川小川　　　　寧々寧々寧々寧々 環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年

000S0000S0000S0000S0

20202020 出口出口出口出口クリスタクリスタクリスタクリスタ 山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年

100S0100S0100S0100S0

大外刈大外刈大外刈大外刈 [[[[

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 0:260:260:260:26 ]]]]
大内刈大内刈大内刈大内刈

]]]]

合合合合せせせせ技技技技

21212121 山口亜佑美山口亜佑美山口亜佑美山口亜佑美 帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0

22222222 村井村井村井村井　　　　惟衣惟衣惟衣惟衣 奈良育英高校3年奈良育英高校3年奈良育英高校3年奈良育英高校3年

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0

110S1110S1110S1110S1 ////

0:520:520:520:52 ]]]]

払巻込払巻込払巻込払巻込
000S2000S2000S2000S2 [[[[ 2:452:452:452:45

100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:131:131:131:13 ]]]]

23232323 三輪三輪三輪三輪　　　　愛子愛子愛子愛子 警視庁警視庁警視庁警視庁
横四方固横四方固横四方固横四方固

25252525 廣木廣木廣木廣木あすかあすかあすかあすか 環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年

001S1001S1001S1001S1 ////24242424 石川石川石川石川　　　　　　　　慈慈慈慈 コマツコマツコマツコマツ

100S0100S0100S0100S0

]]]]

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

[[[[ GSGSGSGS 6:436:436:436:43 ]]]]

//// 000S4000S4000S4000S4

27272727 福島福島福島福島　　　　清恵清恵清恵清恵 道都大学2年道都大学2年道都大学2年道都大学2年

100S0100S0100S0100S0 ////

26262626 臼井臼井臼井臼井　　　　　　　　杏杏杏杏 淑徳大学3年淑徳大学3年淑徳大学3年淑徳大学3年

101S0101S0101S0101S0 ////

袈裟固袈裟固袈裟固袈裟固

[[[[ 1:461:461:461:46 ]]]]
合合合合せせせせ技技技技

000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:221:221:221:22

000S2000S2000S2000S2

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 2:562:562:562:56 ]]]]

[[[[
29292929 近藤悠梨香近藤悠梨香近藤悠梨香近藤悠梨香 愛知産業大学3年愛知産業大学3年愛知産業大学3年愛知産業大学3年

100S0100S0100S0100S0 ////28282828 工藤工藤工藤工藤　　　　千佳千佳千佳千佳 仙台大学4年仙台大学4年仙台大学4年仙台大学4年

001S0001S0001S0001S0 ////

払巻込払巻込払巻込払巻込

[[[[ 0:500:500:500:50 ]]]]

横四方固横四方固横四方固横四方固

000S0000S0000S0000S0

4:004:004:004:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

31313131 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　華奈華奈華奈華奈 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

000S0000S0000S0000S0 ////

30303030 益子楓彩奈益子楓彩奈益子楓彩奈益子楓彩奈
4:004:004:004:00 ]]]]

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

払腰払腰払腰払腰

000S0000S0000S0000S0 ////

7777 月野月野月野月野　　　　珠里珠里珠里珠里 山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年 一本背負投一本背負投一本背負投一本背負投

000S2000S2000S2000S2 [[[[
山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年

001S0001S0001S0001S0

]]]]

14141414 金子金子金子金子　　　　瑛美瑛美瑛美瑛美 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
000S0000S0000S0000S0 //// 001S1001S1001S1001S1

20202020 出口出口出口出口クリスタクリスタクリスタクリスタ 山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年山梨学院大学2年

[[[[ GSGSGSGS 4:004:004:004:00 ]]]]

4:004:004:004:00

指導指導指導指導２２２２

000S2000S2000S2000S2 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

19191919 小川小川小川小川　　　　寧々寧々寧々寧々 環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年 小内巻込小内巻込小内巻込小内巻込

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

28282828 工藤工藤工藤工藤　　　　千佳千佳千佳千佳 仙台大学4年仙台大学4年仙台大学4年仙台大学4年
001S0001S0001S0001S0 //// 000S1000S1000S1000S1

10101010 大友真貴子大友真貴子大友真貴子大友真貴子 コマツコマツコマツコマツ

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]] 指導指導指導指導２２２２

000S2000S2000S2000S2



平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)平成27年11月8日(日)

010S1010S1010S1010S1

000S1000S1000S1000S1 //// 000S3000S3000S3000S3 [[[[

22222222 米澤米澤米澤米澤　　　　夏帆夏帆夏帆夏帆 龍谷大学1年龍谷大学1年龍谷大学1年龍谷大学1年
000S1000S1000S1000S1 ////

4:004:004:004:00 ]]]]

5555 貝沼麻衣子貝沼麻衣子貝沼麻衣子貝沼麻衣子 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]] 指導指導指導指導３３３３

27272727 石原美咲希石原美咲希石原美咲希石原美咲希 道都大学4年道都大学4年道都大学4年道都大学4年

////

敗者復活戦敗者復活戦敗者復活戦敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

田中田中田中田中　　　　美衣美衣美衣美衣

0:360:360:360:36

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

[[[[

101S0101S0101S0101S0 [[[[

100S0100S0100S0100S0 //// 010S1010S1010S1010S1

4:004:004:004:00 ]]]]

25252525 塩瀬塩瀬塩瀬塩瀬　　　　絢子絢子絢子絢子 三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険

14141414

鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年
000S2000S2000S2000S2 //// 101S2101S2101S2101S2 [[[[

指導指導指導指導２２２２

000S0000S0000S0000S0 ////

]]]]

1111 津金津金津金津金　　　　　　　　恵恵恵恵 筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年 合合合合せせせせ技技技技

10101010 飯野飯野飯野飯野　　　　鈴々鈴々鈴々鈴々

]]]]

[[[[ 4:004:004:004:00

了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職 隅落隅落隅落隅落

横四方固横四方固横四方固横四方固

000S0000S0000S0000S0

3:223:223:223:22 ]]]]

背負投背負投背負投背負投
100S0100S0100S0100S0 [[[[ 0:230:230:230:23

24242424 土井土井土井土井　　　　雅子雅子雅子雅子 送襟絞送襟絞送襟絞送襟絞

000S0000S0000S0000S0 ////

[[[[000S0000S0000S0000S0 ////

環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年

000S0000S0000S0000S0 //// 010S1010S1010S1010S1

001S3001S3001S3001S3

]]]]指導指導指導指導２２２２

000S1000S1000S1000S1 ////

26262626 塚越塚越塚越塚越　　　　加奈加奈加奈加奈 警視庁警視庁警視庁警視庁

25252525 塩瀬塩瀬塩瀬塩瀬　　　　絢子絢子絢子絢子 三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
小内刈小内刈小内刈小内刈

101S1101S1101S1101S1 //// 000S1000S1000S1000S1

背負投背負投背負投背負投

[[[[

4:004:004:004:00 ]]]]

2:142:142:142:14 ]]]]

23232323 田山田山田山田山　　　　稔絵稔絵稔絵稔絵 高岡法科大学4年高岡法科大学4年高岡法科大学4年高岡法科大学4年

22222222 米澤米澤米澤米澤　　　　夏帆夏帆夏帆夏帆 龍谷大学1年龍谷大学1年龍谷大学1年龍谷大学1年

袈裟固袈裟固袈裟固袈裟固

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固

//// 000S2000S2000S2000S2000S1000S1000S1000S1

001S0001S0001S0001S0 [[[[ 1:351:351:351:35 ]]]]

21212121 川岸川岸川岸川岸　　　　真綾真綾真綾真綾 東急建設東急建設東急建設東急建設

100S0100S0100S0100S0 ////

20202020 渡邊渡邊渡邊渡邊　　　　聖未聖未聖未聖未 早稲田大学1年早稲田大学1年早稲田大学1年早稲田大学1年

//// 100S1100S1100S1100S1

000S3000S3000S3000S3 ////

19191919 大住大住大住大住　　　　有加有加有加有加 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

合合合合せせせせ技技技技 000S4000S4000S4000S4

000S0000S0000S0000S0 [[[[

3:253:253:253:25 ]]]]

4:004:004:004:00 ]]]]

反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

[[[[ 0:580:580:580:58

[[[[

18181818 小島小島小島小島　　　　愛子愛子愛子愛子 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校

筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年

4:004:004:004:0015151515 ]]]]

17171717 能智亜衣美能智亜衣美能智亜衣美能智亜衣美

010S2010S2010S2010S2

000S1000S1000S1000S1 //// 000S0000S0000S0000S0

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

田中田中田中田中　　　　美衣美衣美衣美衣 了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職了德寺学園職

]]]]

16161616 松本千奈津松本千奈津松本千奈津松本千奈津 帝京大学3年帝京大学3年帝京大学3年帝京大学3年

指導指導指導指導３３３３

4:004:004:004:00

田坂田坂田坂田坂　　　　　　　　冴冴冴冴 福岡教育大学3年福岡教育大学3年福岡教育大学3年福岡教育大学3年

筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年

011S0011S0011S0011S0 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[
能智亜衣美能智亜衣美能智亜衣美能智亜衣美 指導指導指導指導１１１１

14141414
]]]]

出足払出足払出足払出足払

[[[[

]]]]
小外掛小外掛小外掛小外掛

13131313 坂井坂井坂井坂井　　　　友美友美友美友美

指導指導指導指導３３３３

広島大柔道広島大柔道広島大柔道広島大柔道クラブクラブクラブクラブ

000S2000S2000S2000S2 //// 000S3000S3000S3000S3 [[[[

000S1000S1000S1000S1

4:004:004:004:00

4:004:004:004:00
12121212 片桐片桐片桐片桐　　　　夏海夏海夏海夏海 オージーオージーオージーオージー技研技研技研技研

100S0100S0100S0100S0

10101010 飯野飯野飯野飯野　　　　鈴々鈴々鈴々鈴々 100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0

合合合合せせせせ技技技技

11111111 大月大月大月大月　　　　琴美琴美琴美琴美 新潟県警察新潟県警察新潟県警察新潟県警察

鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年 ]]]]大内刈大内刈大内刈大内刈 [[[[ 1:561:561:561:56

[[[[//// 0:530:530:530:53 ]]]]

[[[[////

4:004:004:004:00 ]]]]
9999 原原原原　　　　　　　　琴乃琴乃琴乃琴乃 同朋大学3年同朋大学3年同朋大学3年同朋大学3年

指導指導指導指導２２２２ 000S0000S0000S0000S0

000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

000S1000S1000S1000S1

[[[[ 4:004:004:004:00

8888 名村名村名村名村　　　　友薫友薫友薫友薫

内股内股内股内股すかしすかしすかしすかし

7777 鍋倉鍋倉鍋倉鍋倉　　　　那美那美那美那美 大成高校3年大成高校3年大成高校3年大成高校3年

100S0100S0100S0100S0 ////

]]]]000S0000S0000S0000S0 //// 001S3001S3001S3001S3

GSGSGSGS 4:514:514:514:51 ]]]]金沢学院大学4年金沢学院大学4年金沢学院大学4年金沢学院大学4年

指導指導指導指導１１１１

[[[[ 0:140:140:140:14 ]]]]上四方固上四方固上四方固上四方固

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 2:472:472:472:47 ]]]]

////5555 貝沼麻衣子貝沼麻衣子貝沼麻衣子貝沼麻衣子 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

大外巻込大外巻込大外巻込大外巻込

100S0100S0100S0100S0

6666 下沢下沢下沢下沢　　　　由季由季由季由季 仙台大学2年仙台大学2年仙台大学2年仙台大学2年

000S0000S0000S0000S0

比叡山高校2年比叡山高校2年比叡山高校2年比叡山高校2年

環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年
000S1000S1000S1000S1

安枝安枝安枝安枝　　　　香奈香奈香奈香奈

4444 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　友希友希友希友希
]]]][[[[ GSGSGSGS 6:016:016:016:01//// 000S1000S1000S1000S1

GSGSGSGS 5:125:125:125:12

3333
000S2000S2000S2000S2

]]]]

指導指導指導指導２２２２
//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

4:004:004:004:00 ]]]]

内股内股内股内股

2222 村瀬村瀬村瀬村瀬　　　　由樹由樹由樹由樹 静岡県警察静岡県警察静岡県警察静岡県警察 指導指導指導指導２２２２ 001S0001S0001S0001S0

平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

63kg63kg63kg63kg
1111 津金津金津金津金　　　　　　　　恵恵恵恵 筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年筑波大学2年



平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)

1:541:541:541:54 ]]]]

1111 安松安松安松安松　　　　春香春香春香春香 ALSOKALSOKALSOKALSOK

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]] 上四方固上四方固上四方固上四方固

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[

25252525 新添新添新添新添　　　　左季左季左季左季 山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年

18181818 新森新森新森新森　　　　　　　　涼涼涼涼 敬愛高校2年敬愛高校2年敬愛高校2年敬愛高校2年

16161616

000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS

28282828 前田奈恵子前田奈恵子前田奈恵子前田奈恵子 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

000S0000S0000S0000S0 //// 000S1000S1000S1000S1

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

[[[[
27272727 千葉英里子千葉英里子千葉英里子千葉英里子 環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年

////

西岡西岡西岡西岡　　　　樹里樹里樹里樹里

000S1000S1000S1000S1 //// 000S0000S0000S0000S0

8:288:288:288:28 ]]]]

4444 中江中江中江中江　　　　美裕美裕美裕美裕 大成高校3年大成高校3年大成高校3年大成高校3年 指導指導指導指導２２２２

8888 宇野友紀子宇野友紀子宇野友紀子宇野友紀子 環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年
000S2000S2000S2000S2 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年 指導指導指導指導１１１１

小内刈小内刈小内刈小内刈

001S1001S1001S1001S1

4:004:004:004:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

000S2000S2000S2000S2 ////

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
指導指導指導指導１１１１

000S0000S0000S0000S0 //// ]]]]
26262626 野関野関野関野関　　　　晴菜晴菜晴菜晴菜 JRJRJRJR九州九州九州九州

000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2
25252525 新添新添新添新添　　　　左季左季左季左季 山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年

指導指導指導指導１１１１
000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00

24242424 磯辺磯辺磯辺磯辺　　　　友里友里友里友里 創柔会柔道創柔会柔道創柔会柔道創柔会柔道クラブクラブクラブクラブ

100S0100S0100S0100S0 //// 000S2000S2000S2000S2

横四方固横四方固横四方固横四方固

[[[[

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

[[[[ 4:194:194:194:19 ]]]]指導指導指導指導２２２２

000S2000S2000S2000S2 ////

1:231:231:231:23 ]]]]

23232323 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　優里優里優里優里 旭川大学4年旭川大学4年旭川大学4年旭川大学4年

22222222 池池池池　　　　絵梨菜絵梨菜絵梨菜絵梨菜 国士舘大学1年国士舘大学1年国士舘大学1年国士舘大学1年
000S1000S1000S1000S1 //// 100S0100S0100S0100S0

000S0000S0000S0000S0

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
払腰払腰払腰払腰

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

//// 000S1000S1000S1000S1

19191919 小寺小寺小寺小寺　　　　結子結子結子結子 立命館大学3年立命館大学3年立命館大学3年立命館大学3年
100S0100S0100S0100S0 //// 000S2000S2000S2000S2

21212121 福嶋福嶋福嶋福嶋　　　　千夏千夏千夏千夏 環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年
000S2000S2000S2000S2 ////

20202020 坂田坂田坂田坂田　　　　愛里愛里愛里愛里 熊本西高校2年熊本西高校2年熊本西高校2年熊本西高校2年

4:004:004:004:00 ]]]]

0:000:000:000:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

[[[[ 3:253:253:253:25 ]]]]
指導指導指導指導１１１１

大腰大腰大腰大腰
000S2000S2000S2000S2

000S0000S0000S0000S0 [[[[

//// 000S0000S0000S0000S0

17171717 市川香代子市川香代子市川香代子市川香代子

[[[[
18181818 新森新森新森新森　　　　　　　　涼涼涼涼 敬愛高校2年敬愛高校2年敬愛高校2年敬愛高校2年

仙台大学2年仙台大学2年仙台大学2年仙台大学2年
100S0100S0100S0100S0 ////

]]]]

]]]]

合合合合せせせせ技技技技

16161616 西岡西岡西岡西岡　　　　樹里樹里樹里樹里 九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年 不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち 000S0000S0000S0000S0

100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 3:113:113:113:11

//// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 2:082:082:082:08

]]]]

13131313 大野大野大野大野　　　　陽子陽子陽子陽子

大野大野大野大野　　　　陽子陽子陽子陽子 横四方固横四方固横四方固横四方固

15151515 長内長内長内長内　　　　香月香月香月香月 山梨学院大学3年山梨学院大学3年山梨学院大学3年山梨学院大学3年 コマツコマツコマツコマツ

100S0100S0100S0100S0 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 2:022:022:022:02
14141414 橋高橋高橋高橋高　　　　朱里朱里朱里朱里 金沢学院大学2年金沢学院大学2年金沢学院大学2年金沢学院大学2年

1:501:501:501:50 ]]]]
合合合合せせせせ技技技技

3:443:443:443:44 ]]]]
内股内股内股内股

コマツコマツコマツコマツ
000S2000S2000S2000S2 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[

12121212 古川古川古川古川　　　　志帆志帆志帆志帆 名城大学2年名城大学2年名城大学2年名城大学2年
000S1000S1000S1000S1 //// 001S1001S1001S1001S1 [[[[

指導指導指導指導３３３３

11111111 青柳青柳青柳青柳　　　　麗美麗美麗美麗美 鹿児島情報高校3年鹿児島情報高校3年鹿児島情報高校3年鹿児島情報高校3年

武庫川女子大学1年武庫川女子大学1年武庫川女子大学1年武庫川女子大学1年
000S1000S1000S1000S1 //// 110S110S110S110S [[[[

]]]]
内股内股内股内股すかしすかしすかしすかし

[[[[ 4:004:004:004:00

10101010 池本池本池本池本　　　　彩花彩花彩花彩花

000S2000S2000S2000S2 [[[[

000S3000S3000S3000S3 //// 000S1000S1000S1000S1

////

3:153:153:153:15 ]]]]

9999 矢澤矢澤矢澤矢澤　　　　紗瑛紗瑛紗瑛紗瑛 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年 隅返隅返隅返隅返 000S1000S1000S1000S1

8888 宇野友紀子宇野友紀子宇野友紀子宇野友紀子 環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年環太平洋大学3年
指導指導指導指導２２２２

4:004:004:004:00 ]]]]

指導指導指導指導２２２２
7777 濵砂濵砂濵砂濵砂　　　　香澄香澄香澄香澄 宮崎県警察宮崎県警察宮崎県警察宮崎県警察

000S1000S1000S1000S1 ////

]]]]000S2000S2000S2000S2 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 4:004:004:004:00

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
指導指導指導指導１１１１

000S0000S0000S0000S0 [[[[ GSGSGSGS 5:075:075:075:07 ]]]]

6666 森田森田森田森田　　　　朝子朝子朝子朝子 埼玉大学3年埼玉大学3年埼玉大学3年埼玉大学3年
000S0000S0000S0000S0 ////

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:521:521:521:52 ]]]]
5555 佐俣佐俣佐俣佐俣　　　　優依優依優依優依 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年

100S0100S0100S0100S0
指導指導指導指導１１１１

]]]]

指導指導指導指導３３３３

4444 中江中江中江中江　　　　美裕美裕美裕美裕 大成高校3年大成高校3年大成高校3年大成高校3年

福岡大学2年福岡大学2年福岡大学2年福岡大学2年
000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[

]]]]
縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固

[[[[ 4:004:004:004:00

岡岡岡岡　　　　　　　　史生史生史生史生

//// 000S3000S3000S3000S3 [[[[

2:072:072:072:07 ]]]]

4:004:004:004:00

3333

000S0000S0000S0000S0 //// 000S3000S3000S3000S3

平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

70kg70kg70kg70kg
1111 安松安松安松安松　　　　春香春香春香春香 ALSOKALSOKALSOKALSOK

指導指導指導指導３３３３

2222 商商商商　　　　　　　　瑠羽瑠羽瑠羽瑠羽 帝京科学大学2年帝京科学大学2年帝京科学大学2年帝京科学大学2年 背負投背負投背負投背負投 000S0000S0000S0000S0



平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)

4:004:004:004:00 ]]]]

7777 髙橋髙橋髙橋髙橋　　　　ルイルイルイルイ オージーオージーオージーオージー技研技研技研技研

[[[[ 3:403:403:403:40 ]]]] 指導指導指導指導３３３３

000S3000S3000S3000S3 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

21212121 上村上村上村上村　　　　綾香綾香綾香綾香 福岡大学2年福岡大学2年福岡大学2年福岡大学2年
000S0000S0000S0000S0 //// 000S4000S4000S4000S4

19191919 西田西田西田西田　　　　香穂香穂香穂香穂 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年 反則勝反則勝反則勝反則勝ち(ち(ち(ち(S4)S4)S4)S4)

000S000S000S000S //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

000S0000S0000S0000S0 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]] 指導指導指導指導２２２２

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

4444 泉泉泉泉　　　　　　　　真生真生真生真生 山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年 不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち

12121212 岡村岡村岡村岡村　　　　智美智美智美智美 コマツコマツコマツコマツ
100S0100S0100S0100S0 ////

]]]]

25252525 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　麻佑麻佑麻佑麻佑 帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年

4:004:004:004:00

000S2000S2000S2000S2 [[[[ GSGSGSGS 5:205:205:205:20 ]]]]
26262626 髙松髙松髙松髙松　　　　彩香彩香彩香彩香 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年

000S1000S1000S1000S1 ////

25252525 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　麻佑麻佑麻佑麻佑 帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年
000S1000S1000S1000S1

内股内股内股内股

000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

//// 010S0010S0010S0010S0

指導指導指導指導２２２２

001S0001S0001S0001S0 [[[[ GSGSGSGS 4:484:484:484:48 ]]]]

5:375:375:375:37 ]]]]

24242424 下田美紗季下田美紗季下田美紗季下田美紗季 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校
000S0000S0000S0000S0 ////

23232323 鈴木  伊織鈴木  伊織鈴木  伊織鈴木  伊織 大成高校3年大成高校3年大成高校3年大成高校3年 指導指導指導指導１１１１ 000S2000S2000S2000S2 ////

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

22222222 瀬川瀬川瀬川瀬川　　　　直莉直莉直莉直莉 警視庁警視庁警視庁警視庁
000S0000S0000S0000S0 ////

20202020 堀堀堀堀　　　　　　　　歩未歩未歩未歩未 鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年鹿屋体育大学2年
小外掛小外掛小外掛小外掛

21212121 上村上村上村上村　　　　綾香綾香綾香綾香 福岡大学2年福岡大学2年福岡大学2年福岡大学2年 指導指導指導指導１１１１ 000S0000S0000S0000S0 ////

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

]]]] 横四方固横四方固横四方固横四方固

101S0101S0101S0101S0 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:491:491:491:49 ]]]]

19191919 西田西田西田西田　　　　香穂香穂香穂香穂 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年
000S1000S1000S1000S1 //// 001S1001S1001S1001S1 [[[[ 4:004:004:004:00

18181818 浜浜浜浜　　　　　　　　未悠未悠未悠未悠 淑徳高校3年淑徳高校3年淑徳高校3年淑徳高校3年 支釣込足支釣込足支釣込足支釣込足

[[[[ 2:432:432:432:43

]]]]000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:441:441:441:44

]]]]

17171717 山本絵玲奈山本絵玲奈山本絵玲奈山本絵玲奈 帝京科学大学1年帝京科学大学1年帝京科学大学1年帝京科学大学1年
合合合合せせせせ技技技技

[[[[ 1:041:041:041:04 ]]]] 小外刈小外刈小外刈小外刈

100S1100S1100S1100S1 //// 000S1000S1000S1000S1

16161616 友清友清友清友清あかりあかりあかりあかり 環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年環太平洋大学2年
000S1000S1000S1000S1 //// 100S0100S0100S0100S0

000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:021:021:021:02 ]]]]

]]]]

袈裟固袈裟固袈裟固袈裟固

15151515 西田西田西田西田　　　　未来未来未来未来 東海大学3年東海大学3年東海大学3年東海大学3年 内股内股内股内股 100S0100S0100S0100S0 ////

100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:311:311:311:31

濵田濵田濵田濵田　　　　尚里尚里尚里尚里 縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固

14141414 髙山髙山髙山髙山　　　　莉加莉加莉加莉加 三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:401:401:401:40 ]]]]
13131313 藤原藤原藤原藤原　　　　祐美祐美祐美祐美 立命館大学4年立命館大学4年立命館大学4年立命館大学4年

100S0100S0100S0100S0

101S0101S0101S0101S0 [[[[ 1:031:031:031:03 ]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈

小外掛小外掛小外掛小外掛

12121212 岡村岡村岡村岡村　　　　智美智美智美智美 コマツコマツコマツコマツ
000S0000S0000S0000S0 ////

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
11111111 中村中村中村中村　　　　彩花彩花彩花彩花 近畿大学3年近畿大学3年近畿大学3年近畿大学3年

000S0000S0000S0000S0

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 0:450:450:450:45 ]]]]

棄権勝棄権勝棄権勝棄権勝ちちちち

10101010 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　杏香杏香杏香杏香 東海大学1年東海大学1年東海大学1年東海大学1年 指導指導指導指導１１１１ 100S0100S0100S0100S0

//// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 1:191:191:191:19 ]]]]

4:004:004:004:00 ]]]]

9999 吉村吉村吉村吉村　　　　静織静織静織静織 三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険
000S0000S0000S0000S0

内股内股内股内股 000S0000S0000S0000S0 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

]]]]

片羽絞片羽絞片羽絞片羽絞

7777 髙橋髙橋髙橋髙橋　　　　ルイルイルイルイ 1:351:351:351:35 ]]]]
指導指導指導指導１１１１

8888 旭旭旭旭　　　　　　　　明理明理明理明理 道都大学4年道都大学4年道都大学4年道都大学4年

オージーオージーオージーオージー技研技研技研技研 100S0100S0100S0100S0 //// 001S0001S0001S0001S0 [[[[

]]]]

6666 志賀志賀志賀志賀　　　　成美成美成美成美 仙台大学3年仙台大学3年仙台大学3年仙台大学3年
000S0000S0000S0000S0 //// 001S0001S0001S0001S0 [[[[

100S1100S1100S1100S1 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS 5:285:285:285:285555 山口山口山口山口　　　　凌歌凌歌凌歌凌歌 桐蔭横浜大学1年桐蔭横浜大学1年桐蔭横浜大学1年桐蔭横浜大学1年 浮落浮落浮落浮落

4:004:004:004:00

縦四方固縦四方固縦四方固縦四方固

100S0100S0100S0100S0 //// 010S0010S0010S0010S0 [[[[

九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年九州看護福祉大学4年
000S3000S3000S3000S3 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

1:231:231:231:23 ]]]]

4444 泉泉泉泉　　　　　　　　真生真生真生真生 山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年山梨学院大学1年
大内返大内返大内返大内返

3333 沖沖沖沖　　　　明日花明日花明日花明日花

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

4:004:004:004:00 ]]]]

0:210:210:210:21 ]]]]

腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固腕挫十字固

2222 横田横田横田横田あかりあかりあかりあかり 愛知産業大学2年愛知産業大学2年愛知産業大学2年愛知産業大学2年 指導指導指導指導３３３３ 100S0100S0100S0100S0

平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

78kg78kg78kg78kg
1111 濵田濵田濵田濵田　　　　尚里尚里尚里尚里 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校



平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)平成27年11月7日(土)
平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会平成27年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会

+78kg+78kg+78kg+78kg
1111 稲森稲森稲森稲森　　　　奈見奈見奈見奈見 三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険三井住友海上火災保険

上四方固上四方固上四方固上四方固

2222 治田治田治田治田　　　　千絵千絵千絵千絵 びわこびわこびわこびわこ成蹊成蹊成蹊成蹊スポーツスポーツスポーツスポーツ大学4年大学4年大学4年大学4年 指導指導指導指導２２２２ 100S0100S0100S0100S0

佐々木美里佐々木美里佐々木美里佐々木美里

//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[

4:004:004:004:00 ]]]]

1:431:431:431:43 ]]]]

合合合合せせせせ技技技技

4444 滝川滝川滝川滝川　　　　真央真央真央真央 日本大学2年日本大学2年日本大学2年日本大学2年

道都大学4年道都大学4年道都大学4年道都大学4年
000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

]]]]
横四方固横四方固横四方固横四方固

[[[[ 3:123:123:123:12

3333

5555 井坂井坂井坂井坂　　　　希望希望希望希望 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年
000S1000S1000S1000S1

100S0100S0100S0100S0 //// 000S2000S2000S2000S2

000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS 4:564:564:564:56 ]]]]
横四方固横四方固横四方固横四方固

指導指導指導指導１１１１

6666 月波光貴穂月波光貴穂月波光貴穂月波光貴穂 帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年帝京大学2年
000S0000S0000S0000S0 ////

//// 101S0101S0101S0101S0 [[[[ 2:532:532:532:53 ]]]]

指導指導指導指導１１１１
7777 烏帽子美久烏帽子美久烏帽子美久烏帽子美久 JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本

100S0100S0100S0100S0 ////

[[[[ GSGSGSGS 5:115:115:115:11 ]]]]

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 2:452:452:452:45 ]]]]

000S0000S0000S0000S0

8888 井上井上井上井上　　　　愛美愛美愛美愛美 JRJRJRJR九州九州九州九州

//// 000S1000S1000S1000S1

100S0100S0100S0100S0

[[[[ 2:192:192:192:19 ]]]]

払腰払腰払腰払腰

9999 井上井上井上井上あかりあかりあかりあかり 環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年環太平洋大学1年 不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝ちちちち 100S0100S0100S0100S0 //// 000S0000S0000S0000S0

3:223:223:223:22 ]]]]
体落体落体落体落

合合合合せせせせ技技技技

11111111 冨田冨田冨田冨田　　　　若春若春若春若春 埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年
100S2100S2100S2100S2 ////

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 0:000:000:000:00 ]]]]
10101010 橋口橋口橋口橋口ななみななみななみななみ 大阪府警察大阪府警察大阪府警察大阪府警察

12121212 村瀬村瀬村瀬村瀬　　　　晴香晴香晴香晴香 ヤックスヤックスヤックスヤックス
100S1100S1100S1100S1

000S1000S1000S1000S1 [[[[

13131313 斉藤斉藤斉藤斉藤　　　　芽生芽生芽生芽生 東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年東大阪大学敬愛高校3年
001S0001S0001S0001S0 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ GSGSGSGS

4:164:164:164:16 ]]]]

4:544:544:544:54 ]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈

体落体落体落体落
//// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ 2:422:422:422:42 ]]]]

朝比奈沙羅朝比奈沙羅朝比奈沙羅朝比奈沙羅 払巻込払巻込払巻込払巻込

15151515 朝比奈沙羅朝比奈沙羅朝比奈沙羅朝比奈沙羅 東海大学1年東海大学1年東海大学1年東海大学1年 東海大学1年東海大学1年東海大学1年東海大学1年

つくばユナイテッドつくばユナイテッドつくばユナイテッドつくばユナイテッド
100S1100S1100S1100S1 //// 000S1000S1000S1000S1 [[[[ GSGSGSGS

14141414 菅原菅原菅原菅原　　　　歩巴歩巴歩巴歩巴

]]]]

指導指導指導指導２２２２

16161616 深谷深谷深谷深谷　　　　由美由美由美由美 高岡法科大学4年高岡法科大学4年高岡法科大学4年高岡法科大学4年 腕緘腕緘腕緘腕緘 000S0000S0000S0000S0 ////

000S0000S0000S0000S0 //// 001S1001S1001S1001S1 [[[[ 4:004:004:004:00

17171717 藤原藤原藤原藤原　　　　恵美恵美恵美恵美 筑波大学3年筑波大学3年筑波大学3年筑波大学3年
000S0000S0000S0000S0

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]

4:004:004:004:00 ]]]]
上四方固上四方固上四方固上四方固

指導指導指導指導２２２２

18181818 山本山本山本山本　　　　沙羅沙羅沙羅沙羅 大阪体育大学3年大阪体育大学3年大阪体育大学3年大阪体育大学3年
000S1000S1000S1000S1 //// 000S2000S2000S2000S2 [[[[

//// 101S0101S0101S0101S0 [[[[ 0:320:320:320:32 ]]]]

[[[[ 2:322:322:322:32 ]]]]
大外刈大外刈大外刈大外刈19191919 磯﨑磯﨑磯﨑磯﨑　　　　佳歩佳歩佳歩佳歩 広島大学1年広島大学1年広島大学1年広島大学1年

101S0101S0101S0101S0 //// 000S1000S1000S1000S1

21212121 渡部渡部渡部渡部　　　　紫織紫織紫織紫織 帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年帝京大学4年
000S1000S1000S1000S1 ////

20202020 井上井上井上井上　　　　舞子舞子舞子舞子 淑徳大学1年淑徳大学1年淑徳大学1年淑徳大学1年
100S0100S0100S0100S0

000S2000S2000S2000S2 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
横四方固横四方固横四方固横四方固

[[[[ 0:070:070:070:07 ]]]]
指導指導指導指導２２２２

//// 000S0000S0000S0000S0

]]]]
指導指導指導指導３３３３

//// 000S2000S2000S2000S2 [[[[ 2:522:522:522:52

23232323 檜山檜山檜山檜山　　　　加奈加奈加奈加奈 ALSOKALSOKALSOKALSOK北関東北関東北関東北関東
000S0000S0000S0000S0 ////

22222222 市橋寿々華市橋寿々華市橋寿々華市橋寿々華 大阪府警察大阪府警察大阪府警察大阪府警察
100S1100S1100S1100S1

000S3000S3000S3000S3 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
横四方固横四方固横四方固横四方固

25252525 畑村畑村畑村畑村　　　　亜希亜希亜希亜希 日本日本日本日本エースサポートエースサポートエースサポートエースサポート
000S0000S0000S0000S0 ////

24242424 小原小原小原小原　　　　祥子祥子祥子祥子 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年
100S1100S1100S1100S1

000S1000S1000S1000S1 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]]
合合合合せせせせ技技技技

[[[[ 2:502:502:502:50 ]]]]
指導指導指導指導１１１１

//// 000S1000S1000S1000S1

]]]]
横四方固横四方固横四方固横四方固

//// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 1:281:281:281:28

27272727 中村中村中村中村　　　　　　　　優優優優 仙台大学4年仙台大学4年仙台大学4年仙台大学4年
100S0100S0100S0100S0 ////

26262626 後藤後藤後藤後藤　　　　美和美和美和美和 日光警備保障日光警備保障日光警備保障日光警備保障
100S0100S0100S0100S0

000S0000S0000S0000S0 [[[[ 2:152:152:152:15 ]]]]
合合合合せせせせ技技技技

000S0000S0000S0000S0 [[[[ 2:572:572:572:57 ]]]]

                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦                                       敗者復活戦／／／／３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

[[[[ 1:001:001:001:00 ]]]]
小外刈小外刈小外刈小外刈

29292929 桒原桒原桒原桒原　　　　佑佳佑佳佑佳佑佳 鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年鹿屋体育大学1年
100S1100S1100S1100S1 ////

28282828 荒谷莉佳子荒谷莉佳子荒谷莉佳子荒谷莉佳子 帝京高校3年帝京高校3年帝京高校3年帝京高校3年
000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0

22222222 市橋寿々華市橋寿々華市橋寿々華市橋寿々華 大阪府警察大阪府警察大阪府警察大阪府警察

5555 井坂井坂井坂井坂　　　　希望希望希望希望 山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年山梨学院大学4年 指導指導指導指導１１１１

11111111 冨田冨田冨田冨田　　　　若春若春若春若春 埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年埼玉栄高校3年
000S1000S1000S1000S1 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[ 4:004:004:004:00 ]]]] 合合合合せせせせ技技技技

000S0000S0000S0000S0 //// 100S0100S0100S0100S0 [[[[ 0:300:300:300:30 ]]]]

000S1000S1000S1000S1

18181818 山本山本山本山本　　　　沙羅沙羅沙羅沙羅 大阪体育大学3年大阪体育大学3年大阪体育大学3年大阪体育大学3年 大外刈大外刈大外刈大外刈

4:004:004:004:00 ]]]]

8888 井上井上井上井上　　　　愛美愛美愛美愛美 JRJRJRJR九州九州九州九州

[[[[ 4:004:004:004:00 ]]]] 指導指導指導指導１１１１

000S1000S1000S1000S1 //// 000S0000S0000S0000S0 [[[[

28282828 荒谷莉佳子荒谷莉佳子荒谷莉佳子荒谷莉佳子 帝京高校3年帝京高校3年帝京高校3年帝京高校3年
001S0001S0001S0001S0 ////
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