
種　　目

男 園田・嶋﨑 内部 天春・太田 保々 市川・市川 保々 三木・神田 内部

女 百瀬・佐藤 楠 二本松・石原 羽津 杉野・石田 楠 平之山・伊藤 楠

男 山本・佐藤 富洲原 舘・大瀧 富洲原 坂下・間瀬 常磐 今藤・別所 菰野

女 服部・江間 大池 森田・寺本 富洲原 今井・菅田 常磐 小林・瀧澤 桜

男 土江一輝 山手 糸山久尊 大池 奥村知紀 菰野 伊藤友貴 保々

女 田中　愛 常磐 葛山亜加里 富田 坂口恵梨華 西朝明 藤巻麻衣子 富田

柔道２年 50㎏以下 男 坂本　将 桜 大河内　麗貴 三滝 川﨑　優太 菰野 多湖　真也 中部

　　　55㎏以下 男 水谷　真大 内部 永久　怜 三滝 川瀬　光哉 三滝 水谷　宏典 内部

60kg以下 男 伊藤　大貴 朝明 杉本　亘 三滝 田中　翔輝 大池 中川　佳紀 大池

66㎏以下 男 齋木　利英 三滝 谷口　貴章 桜 広田　周平 朝明 濱口　峻 三滝

73kg以下 男 山本　悠貴 大池 木原　貴央 菰野 東　聖矢 三重平 大江　健太 大池

　　　　　81㎏以下 男 山本　篤司 三滝 古市　幹浩 南 池田　千春 中部

　　　　　81㎏超級 男 和田　涼 朝明

１年（軽量級） 男 中田　陽 桜 山下　卓也 菰野 穂園　雄祐 内部 福山　達之 桜

　　　　（軽中量級） 男 青木　健太 三滝 川村　稔季 三重平 岡本　祐輔 内部 柳川　涼馬 三滝

　　　　（中量級） 男 萩　優次 大池 宮木　峻也 大池 梅田　裕哉 三滝 萩　健太 大池

　　　　（重量級） 男 山口　義弥 三滝 小竹　志郎 桜 杉田　礼明 内部 杉本　了祐 大池

２年 40㎏以下 女

　　44㎏以下 女 有竹　未希 内部 神谷　緋奈子 桜 石井　麻由 菰野 川村　育江 三重平

　　　　　48㎏以下 女 高橋　由里香 菰野 谷口　千寿 三重平 蒔田　紗希 三重平 梅田　果奈美 三滝

　　　　　52㎏以下 女 田口　桃子 三滝 南川　江梨香 菰野 遠藤　里奈 内部 笹浦　由美子 中部

　　　　　57㎏以下 女 村瀬　あさひ 桜 多田　亜里沙 大池 前川　まゆ 菰野

　　　　　63㎏以下 女 諸岡　安奈 南

　　　　　63㎏超級 女 服部　清美 三滝 落合　涼子 菰野 清水　愛理佐 桜

１年（軽量級） 女 金森　円花 菰野 稲森　静 菰野 浅井　瑞紀 三滝 稲垣　はづき 朝明

　　　　（軽中量級） 女 山崎　春佳 桜 辻　和佳奈 桜 藤島　七菜 南 林　紗世 南

　　　　　（中量級） 女 伊藤　さゆり 朝明 池上　未紗 三滝 山中　真実 三重平

　　　　　（重量級） 女 日紫喜　葵 三滝 前田　美友紀 南 眞田　侑佳 南 下田　梨央 菰野

男 疋田　芳樹 山手 真弓朋大 笹川 石橋　一真　 暁 長谷川　優斗 暁

女 高橋　操子 内部 蛭川　莉帆 笹川 西村　理恵 暁 山崎　明香 笹川

バドミントン　ダブルス 男 伊藤・中田 常磐 奥田・橋本 常磐 前田・笹間 常磐 森・土性 常磐

バドミントン シングルス 男 牧野　晃大 川越 伊藤　厚稀 常磐 奥田　俊一 常磐 中田　大輝 常磐

バドミントン　ダブルス 女 成田・坂本 笹川 武藤・石原 常磐 小林・吉田 笹川 平井・加藤 常磐

バドミントン シングルス 女 成田　渚 笹川 小林　加奈 笹川 平井　陽菜 常磐 吉田　亜紗理 笹川

男 山本　雄飛 大池 服部　翔馬 山手 鶴岡　信 内部 横山　司 朝明

女 近藤　里帆 塩浜 西尾　美佳 塩浜 近藤　亜希 塩浜 谷口　智香 朝明
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