
男 竹本・市川 保々中 池田・伊藤 朝明中 西川・下津 羽津中 吉森・糸川 保々中

女 谷井・岩元 中部中 大久保・三村 山手中 植村・長谷川 朝明中 佐藤・位田 中部中

男 永井・渡邉 海星中 神谷・若山 山手中 金森・近藤 笹川中 伊藤・山中 保々中

女 服部・内田 菰野中 山川・大林 常磐中 川端・岡田 暁中 藤澤・澤原 笹川中

男 武藤 巧 大池中 加藤 宗晟 大池中 戸松 幸來 羽津中 服部 裕成 菰野中

女 斉藤 さち 西朝明中 早川 愛菜 西朝明中 堀 里菜子 南中 早川 千晴 羽津中

2年 45㎏以下 大賀 祐樹 大池中 多田 崚佑 内部中 福山 龍輝 朝明中 久保 茉弥 内部中

50㎏以下 山北 力也 桜中 田村 勇利 菰野中 伊藤 史門 桜中 田畑 竜希 内部中

55㎏以下 伊藤 良眞 三滝中 片山 隼作 川越中 太田 陸斗 桜中 田口 日奈太 三滝中

60㎏以下 水野 雅貴 大池中 清水 カウエ 内部中 山北 雄介 桜中 矢田 健汰 菰野中

66kg以下 菅野 浩輝 大池中 萩 大地 大池中 松下 雄河 内部中 花井 慶明 朝明中

73㎏以下 川崎 康平 大池中 藤本 承太郎 菰野中 市川 駿 大池中 松井 麗星 大池中

81kg超級 森 俊太朗 楠中 佐藤 駿 中部中

1年 軽量級 飯田 蓮 南中 奥野 司佐 大池中 樋口 匠 朝明中 伊藤 誓琉 中部中

軽中量級 松井 大知 三滝中 尾崎 龍海 菰野中 濱田 翔 朝明中 伊藤 陽祐 富洲原中

中量級 平尾 快士 桜中 柿市 寛太 菰野中 東 宏樹 中部中 大久保 翔 三滝中

柔道 重量級 岡山 翔 桜中 本郷 雄也 三滝中 服部 和生 三滝中 田口 睦斗 三滝中

2年 44㎏以下 西芦谷 雅 大池中 加藤 真菜 大池中 宮本 由紀子 朝明中 仲野 萌 三滝中

48㎏以下 古市 紗菜 朝明中 笹内 伸香 中部中

52㎏以下 川村 幸穂 三滝中 齋藤 南帆 三滝中 宇藤 七帆 朝明中 仁木 希美 南中

63㎏以下 上野山 真紀 三滝中 久保 玲奈 菰野中

63㎏超級 山口 空 三滝中 樋口 愛結 南中

1年 軽量級 小林 ゆう 大池中 福本 菜月 朝明中 安井 ことみ 朝明中 谷川 蒼 朝明中

中量級 白石 マリエ ニッケン学園 榊原 早生 三重平中 川口 美幸 南中 齋藤 里咲 桜中

男 齋藤 碩 桜中 清水 日向 常磐中 首藤 匠 三滝中

女 内田 真子 羽津中 尾崎 紅葉 桜中 水谷 咲歩 暁中

シングルス 中川 悠 常磐中 小林 篤郎 常磐中 山本 雄輝 川越中 吉田 直紀 川越中

ダブルス 中川・小林 常磐中 平子・宮下 常磐中 山本・溝口 川越中 吉田・池内 川越中

シングルス 樋尾 萌里 常磐中 伊藤 南帆 山手中 種瀬 菜織 内部中 白石 光希 常磐中

ダブルス 樋尾・白石 常磐中 棚橋・伊藤 山手中 山本・倉田彩友 常磐中 福村・倉田彩実 常磐中

男 藤井 崇生 朝明中 加藤 大誠 内部中 与儀 亮輔 塩浜中 森田 広登 大池中

女 古沢 夏姫 山手中 樋口 晴香 笹川中 丹生 涼 塩浜中 伊藤 紅珠 西笹川中

女
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