
緒方　亜香里 A.Ogata
秋場　麻優

秋場　麻優 M.Akiba 000 s3 / 100 s2

[06:31] 反則負け 髙山　莉加

井上　愛美 M.Inoue 000 s3 / 100 s2

髙山　莉加 [05:49] 反則負け

髙山　莉加 R.Takayama 000 s2 / 100 s1

[06:02] 隅落

市川　香代子 K.Ichikawa 000 s1 / 100 s1

市川　香代子 [06:55] 背負投

黒坂　麻樹 M.Kurosaka 100 / 000

[02:39] 内股 冨田　若春

石山　麻弥 M.Ishiyama 000 s1 / 100

冨田　若春 [01:40] 大内刈

田中　伶奈 R.Tanaka 000 s2 / 100 s1

冨田　若春 [04:57] 送襟絞

冨田　若春 W.Tomita 000 / 102s1

[02:22] 横四方固 100 s2 / 000 s3

田知本　愛 M.Tachimoto [13:43] 反則負け

田知本　愛

藤原　恵美 E.Fujiwara 100 s2 / 000 s3

[08:57] 反則負け 井上　舞子

田嶋　由佳 Y.Tajima 000 / 000

井上　舞子 [00:00] 不戦勝ち

井上　舞子 M.Inoue 000 s1 / 001

[04:00] 小内刈

粂田　晴乃 H.Kumeda 101 s1 / 000 s1

後藤　美和 [03:33] 横四方固

後藤　美和 M.Goto 000 s2 / 100 s2

[05:51] 崩上四方固 西田　香穂

西田　香穂 K.Nishida 000 s1 / 020

西田　香穂

冨田　彩加 A.Tomita 020 / 000 s1

冨田　彩加

古枝　あさひ A.Furueda 100 s1 / 000

[02:06] 大外刈 000 s3 / 100 s1

朝比奈　沙羅 S.Asahina [05:01] 反則負け

朝比奈　沙羅

ヌンイラ　華蓮 K.Nun-ira 100 / 000

[00:52] 送襟絞 朝比奈　沙羅

菅原　歩巴 A.Sugawara 100 s1 / 000 s3 　

山本　沙羅 [03:40] 反則負け

山本　沙羅 S.Yamamoto 001 / 100

[02:01] 棄権勝ち 

泉　真生 M.Izumi 010 / 000

泉　真生 [04:00] 隅落

小林　幸奈 Y.Kobayashi 010 s1 / 000 s2

[04:29] 浮落 泉　真生

小野　華菜恵 K.Ono 020 / 000

小野　華菜恵

桒原　佑佳 Y.Kuwabara 000 s1 / 000 s3

桒原　佑佳 [04:45] 反則負け

佐藤　陽子 Y.Sato 100 s1 / 000 s1

[02：53] 横四方固 000 s3 / 100 s2

素根　輝 A.Sone [07:05] 反則負け

素根　輝

小山内　茉緒 M.Osanai 020 / 000

素根　輝

中江　美裕 M.Nakae 100 / 000

大住　有加 [01:34] 上四方固

大住　有加 Y.Osumi 000 s2 / 100

大住　有加 [05:15] 腕緘

村井　惟衣 Y.Murai 100 s1 / 000 s1

[06:41] 崩上四方固 101 / 000

西願寺　里保 R.Saiganji [04:07] 崩袈裟固

西願寺　里保

小椋　香澄 K.Omura 100 / 000

[01:36] 崩上四方固 西願寺　里保

井上　あかり A.Inoue 100 / 000 s3

井上　あかり [03:19] 反則負け

井坂　希望 N.Isaka 001 / 000 s2

梅津　志悠 [06:02] 大外返

梅津　志悠 S.Umezu 000 s3 / 100

[05：38]反則負け 

[03:38] 合わせ技(隅落-崩上四方固)

[03:57] 合わせ技(小外掛-崩上四方固)

 [04:00] 合わせ技(払腰-内股)

[02:25] 合わせ技(内股-横四方固) 

1 関東
学校法人了徳寺学園職員

2 中国
環太平洋大学3年

3 九州
JR九州

4 東京 冨田　若春
三井住友海上火災保険

5 東北
宮城県警察

6 北信越
金沢学院大学2年

7 近畿
日本エースサポート株式会社

8 東海
東海大学1年

冨田　若春
9 東京

コマツ

10 推薦
ALSOK

11 近畿
大阪府警察

12 北海道
東海大学付属札幌高校3年

13 関東 井上　舞子
淑徳大学4年

14 関東
筑波大学2年

15 東京
日光警備保障株式会社

16 東京
JR東日本

17 近畿
龍谷大学3年

素根　輝
18 四国

環太平洋大学1年

19 推薦
パーク２４株式会社

20 関東
学校法人了徳寺学園職員

21 東北
岩手県立久慈東高校教員

22 北信越 朝比奈　沙羅
福井県スポーツ協会

23 関東
山梨学院大学4年

24 近畿
龍谷大学3年

25 東京
早稲田大学4年

26 九州
鹿屋体育大学3年

素根　輝
27 東海

大成高校3年

28 推薦
南筑高校3年

32 近畿
龍谷大学3年

29 四国
創価大学1年

30 関東
筑波大学3年

素根　輝

33 東京
コマツ

34 北海道
旭川大学2年

31 東京
JR東日本

37 東京
三井住友海上火災保険

35 中国
環太平洋大学4年

36 関東
千葉県警察

第33回皇后盃全日本女子柔道選手権大会
神奈川県・横浜文化体育館 平成30年4月22日(日)

優 勝 素根 輝 (推薦)

準優勝 冨田 若春 (東京)

第三位 井上 舞子 (関東)

朝比奈沙羅 (推薦)

第五位 髙山 莉加 (東京)

西田 香穂 (東京)

泉 真生 (関東)

西願寺里保 (東京)


