
種　　目

男 市川・市川 保々 杉山・西峰 中部 市川・花井 中部 藤森・大原 内部

女 垣内・佐藤 朝日 山本・柴原 西朝明 西岡・伊藤 朝明 坂井・田中 内部

男 中西・市川 大池 伊藤・加藤 朝明 田中・伊藤 常盤 獅子堂・浅井 西朝明

女 中井・長谷川 三滝 菅田・今井 常盤 高島・位田 常盤 加藤・朗 大池

男 土江一輝 山手 渡邉亮太 山手 金森壮摩 菰野 伊藤優太 山手

女 葛山亜加里 富田 松田春香 富田 伊藤　恵 富田 小山真悠 富田

柔道２年 50㎏以下 男 中田　陽 桜 西山　翔貴 中部 辻村　悠 朝明 穂園　雄祐 内部

　　　55㎏以下 男 青木　健太 三滝 栗原　一樹 内部 谷口　健 西朝明 山下　卓也 菰野

64kg以下 男 萩　健太 大池 柳川　諒馬 三滝 梅田　裕哉 三滝 川村　稔季 三重平

66㎏以下 男

73kg以下 男 宮木　竣也 大池 上田　翔悟 菰野 草野　希 菰野 石栗　慎也 朝明

　　　　　81㎏以下 男 山口　義弥 三滝 杉本　了祐 大池 徳竹　隆一 朝明 杉田　孔明 内部

　　　　　81㎏超級 男 小竹　志郎 桜 西澤　淳史 内部 廣田　耀規 中部

１年（軽量級） 男 仁木　陽介 南 萩　康太 大池 関根　佑太 桜 堀内　一樹 中部

　　　　（軽中量級） 男 菅野　春輝 大池 山北　純也 三滝 黒田　悠斗 菰野 川田　彪雅 八風

　　　　（中量級） 男 市橋　晃義 三滝 渡邉　文人 西朝明 森本　舜 桜 渡辺　将大 桜

　　　　（重量級） 男 池田　大志 三滝 服部　将司 八風 伊藤　卓真 中部 大西　博也 菰野

２年 40㎏以下 女

　　44㎏以下 女 稲垣　はづき 朝明 安田　清香 中部

　　　　　48㎏以下 女 稲森　静 菰野 辻　和佳奈 桜 浅井　瑞紀 三滝

　　　　　52㎏以下 女 川島　優佳 菰野 金森　円花 菰野

　　　　　57㎏以下 女 山崎　春佳 桜 林　紗世 南 藤島　七菜 南

　　　　　63㎏以下 女 眞田　侑佳 桜 池上　未紗 三滝 伊藤　さゆり 朝明 日紫喜　葵 三滝

　　　　　63㎏超級 女 榊　彩香 三滝 前田　美友紀 南

１年（軽量級） 女 梅脇　未彩 三滝 中村　栞 桜 森下　晴加 桜 山口　伶奈 桜

　　　　（軽中量級） 女 川村　梨菜 三滝 佐藤　七海 菰野 馬場　いぶき 南 向田　遥香 南

　　　　　（中量級） 女 岡田　美咲子 南 空本　のり子 中部 加藤　観月 中部 伊藤　万莉 中部

　　　　　（重量級） 女 木原　梓 菰野 山本　紗耶佳 桜 金田　礼美 桜 鈴木　優花 三滝

男 伊藤　亮太 暁 伊藤　雄平 暁 伊藤　桂思郎 暁

女 蛭川　莉帆 笹川 山本　悠果 暁 牧野　雪 暁

バドミントン　ダブルス 男 川村・間部 内部 奥田・橋本 常磐 笹間・前田 常磐 伊藤・福井 常磐

バドミントン シングルス 男 牧野晃大 川越 奥田峻一 常磐 川村洸太 内部 伊藤隆訓 笹川

バドミントン　ダブルス 女 小林・山岡 笹川 加藤・中村 常磐 内山・松島 常磐 椎名・平井 常磐

バドミントン シングルス 女 小林加奈 笹川 中村もも 常磐 山岡夕紀 笹川 加藤千晴 常磐

男 鶴岡信 内部 川村雄輝 内部 東條弘美 楠 岡崎翔真 菰野

女 廣島綾香 南 常深亜美 内部 馬場彩乃 塩浜 伊藤さやか 塩浜
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