
種　　目

男 山中・服部 朝明 松永・山下 朝明 上原・松岡 中部 磯野・結城 羽津

女 佐伯・幸田 羽津 荒木・荒木 川越 新田・藤井 羽津 藤井・足立 山手

男 森田・水谷 富洲原 大森・中道 暁 高橋・葛西 笹川 小島・伊藤 菰野

女 松浦・伊藤 朝明 奥岡・安田 暁 服部・杉野 大池 樋口・東 菰野

男 早川雄斗 西朝明 中村文哉 西朝明 藤田秀志 西朝明 濵田翼 西朝明

女 野呂春菜 西朝明 森島かりん 山手 松田華奈 西朝明 日沖明音 西朝明

柔道２年 50㎏以下 男 森康輔 楠 桂山治樹 三滝 中島壮平 中部 井坂実湧 内部

　　　55㎏以下 男 井上稜茉 桜 原田和洋 大池 加藤大樹 大池 山中拓夢 桜

60kg以下 男 市橋慈英 三滝 川村礼 朝明 向原恵一 朝明 鈴木大智 朝明

66㎏以下 男 柳川昂平 三滝 柳川幹太 三滝 笹沼功太郎 三滝 池田颯 三滝

73kg以下 男 西芦谷柊 大池 鈴木将弘 三滝

　　　　　81㎏以下 男 菅野大輝 大池

１年（軽量級） 男 春日部迅人 菰野 小林晃太郎 菰野 下村輝 朝明 谷川司 朝明

　　　　（軽中量級） 男 井上拓茉 桜 川村将真 大池 中山拓充 中部 林龍風 三滝

　　　　（中量級） 男 川島聡太 菰野 井上拓己 大池 川村幸太郎 三滝 村田優人 桜

（軽重量級） 男 薮田優樹 大池 加藤駿 大池 桂山久澄 三滝 藤田大也 南

２年 40㎏以下 女 福山茉莉花 朝明

　　44㎏以下 女 山北桃子 桜 石井澪菜 桜 古市安 朝明 柿市円花 菰野

　　　　　48㎏以下 女 岡田菜々子 南 高岡晴香 南 川北茉柚 菰野

　　　　　52㎏以下 女 小西冬美 菰野 濱野夏希 朝明 堤琉奈 南

　　　　　52㎏超 女 ワキモト安奈 内部 白鳥藍梨 南

１年（軽量級） 女 脇麻理菜 桜 森川真菜 三滝 高岡神奈 南 坂倉泉美 南

　　　　（軽中量級） 女 奥村夏鈴 菰野 和田萌里 菰野 村鳥真由 大池 小林さくら 大池

　　　　　（中量級） 女 矢田楓 菰野 小畑穂乃香 中部 亀山恵 大池 田中明日香 三滝

　　　　　（軽重量級） 女 伊藤はるな 中部 長谷川由依 内部 伊藤萌花 菰野 唐沢れん花 三滝

男 田中義人 暁 山田拓哉 中部 村田健輔 三滝

女 中村紅葉 三滝 高畑志帆 朝明 箕野美空 暁

バドミントン　シングルス 男 平井遼 常磐 池田大晟 中部 釘宮悠人 常磐 吉田岳志 常磐

バドミントン ダブルス 男 吉田・平井 常磐 山本・釘宮 常磐 小林・廣田 常磐

バドミントン　シングルス 女 成田亜美 笹川 金子暉 内部 小林楓 笹川 佐溝麻由華 内部

バドミントン ダブルス 女 成田・小林 笹川 金子・佐溝 内部 紀平・中村 暁 北畠・飯田 川越

男 菅沼湧輝 三滝 藤井嶺 朝明 成田淳志 朝明 田中碧 富洲原

女 加藤維 塩浜 萩里佳子 塩浜 今村美友 塩浜 伊藤さくら 塩浜
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