
階級 順位 氏名 都道府県 学校名
40kg 1 河端　　悠 愛知 大成
40kg 2 上倉　舞知 長野 野沢温泉
40kg 3 髙森　来春 兵庫 明石望海
40kg 3 野上　莉来奈 青森 中泊中里
40kg 5 槇原　未来 島根 松江第四
40kg 5 田中　愛夢 愛媛 松山西
40kg 5 井上　七奈 奈良 五條東
40kg 5 新井　胡桃 東京 淑徳
44kg 1 古賀　若菜 福岡 久留米田主丸
44kg 2 久保井　仁菜 和歌山 松洋
44kg 3 高橋　瑠奈 島根 開星
44kg 3 和田　君華 愛知 大成
44kg 5 工藤　毬矢 青森 鶴田
44kg 5 福田　実子 宮崎 宮崎檍
44kg 5 中水流　 りり 東京 渋谷学園渋谷
44kg 5 野村　真希 長野 塩尻丘
48kg 1 渋谷　　舞 青森 鶴田
48kg 2 小幡　恵里 宮城 富谷日吉台
48kg 3 東　　玲奈 福岡 北九州曽根
48kg 3 渡邉　愛子 神奈川 平塚金目
48kg 5 溝口　愛歌 埼玉 さいたま指扇
48kg 5 亀岡　明里 愛媛 伊予港南
48kg 5 金　　知秀 高知 南国香長
48kg 5 中馬　梨歩 鹿児島 鹿児島吉野
52kg 1 阿部　　詩 兵庫 夙川学院
52kg 2 古賀　ひより 神奈川 川崎東橘
52kg 3 藤井　志穂 滋賀 守山
52kg 3 大森　生純 大阪 高槻第七
52kg 5 栁原　海羽 福島 須賀川第三
52kg 5 小林　未奈 愛知 大成
52kg 5 中村　愛香莉 福岡 北九州大蔵
52kg 5 客野　朱里 島根 出雲第一
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57kg 1 中矢　遥香 愛媛 伊予港南
57kg 2 河端　　風 愛知 大成
57kg 3 五十嵐　日菜 埼玉 東松山北
57kg 3 小笠原　みなみ青森 弘前第一
57kg 5 新井　美香 神奈川 相模原相原
57kg 5 浦　　明澄 福岡 沖学園
57kg 5 石川　梨夏子 東京 渋谷学園渋谷
57kg 5 三浦　舞幸星 大阪 高槻第七
63kg 1 結城　彩乃 大阪 高槻第七
63kg 2 石澤　千咲 埼玉 東松山北
63kg 3 尾崎　美玲 愛知 大成
63kg 3 佐藤　沙真亜 宮城 大崎古川
63kg 5 西尾　果連 福岡 鎮西敬愛
63kg 5 渡邊　明日香 山梨 下吉田
63kg 5 真鍋　　心 長崎 西大村
63kg 5 宮崎　七海 青森 鶴田
70kg 1 多田　純菜 奈良 広陵
70kg 2 野澤　知莉 埼玉 東松山北
70kg 3 西村　美穂 福岡 久留米田主丸
70kg 3 松本　りづ 愛知 大成
70kg 5 酒井　美奈 熊本 九州学院
70kg 5 朝飛　真実 神奈川 横浜六角橋
70kg 5 佐藤　星麗七 青森 鶴田
70kg 5 河内　香帆 茨城 勝田第二
70kg超 1 素根　　輝 福岡 久留米田主丸
70kg超 2 髙橋　瑠璃 東京 帝京
70kg超 3 坂爪　優渚 群馬 高崎榛名
70kg超 3 八巻　衣音 広島 広島安佐
70kg超 5 米川　明穂 静岡 藤枝順心
70kg超 5 松澤　佑栞 新潟 白根第一
70kg超 5 小宮　奈々 神奈川 相洋
70kg超 5 大場　　栞 栃木 足利第一


