
藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

H14 アジアジュニア選手権 45kg 優勝 山岸絵美 高１

フランス国際ジュニア選手権 48kg 優勝 山岸絵美 高２

アジアジュニア選手権 48kg 優勝 山岸絵美 高２

オーストリア国際大会 48kg ３回戦敗退 山岸絵美 高２

韓国国際大会 48kg 優勝 山岸絵美 高３

福岡国際女子大会 48kg 第３位 山岸絵美 高３

チェコ国際大会 48kg 優勝 山岸絵美 高３

H18 チューリンゲンカップ国際大会 48kg 優勝 浅香夕海 高２

ロシアジュニア国際大会 48kg 優勝 浅香夕海 高３

韓国国際大会 48kg 第５位 浅香夕海 高３

チューリンゲンカップ国際大会 52kg 優勝 長壁榛美 高１

H22 世界ジュニア選手権大会 48kg 準優勝 玉置桃 高１

H23 韓国ジュニア国際大会 48kg 優勝 玉置桃 高２

H29 日露ジュニア交流大会 78kg 第３位 三浦玲那 高３

H14 全日本女子体重別選手権 48kg 第７位 山岸絵美 高１

H15 講道館杯全日本女子体重別選手権 48kg ３回戦敗退 山岸絵美 高２

全日本女子選抜体重別選手権 48kg 第３位 山岸絵美 高３

講道館杯全日本女子体重別選手権 48kg 第５位 山岸絵美 高３

H18 講道館杯全日本女子体重別選手権 48kg ２回戦敗退 浅香夕海 高２

H19 講道館杯全日本女子体重別選手権 48kg 第５位 浅香夕海 高３

H22 講道館杯全日本女子体重別選手権 48kg 第７位 玉置桃 高１

H23 講道館杯全日本女子体重別選手権 52kg ２回戦敗退 玉置桃 高２

R01 講道館杯全日本女子体重別選手権 78kg ２回戦敗退 池田紅 高２

R02 講道館杯全日本女子体重別選手権 78kg １回戦敗退 池田紅 高３

（１）国際大会（日本代表）

H15

H16

（２）全日本選抜・講道館杯（シニア）

H16

H19
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藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

H14 全日本ジュニア体重別選手権 48kg 準優勝 山岸絵美 高１

H15 全日本ジュニア体重別選手権 48kg 優勝 山岸絵美 高２

H16 全日本ジュニア体重別選手権 48kg 第３位 山岸絵美 高３

H18 全日本ジュニア体重別選手権 57kg ３回戦敗退 丸山佳純 高３

H19 全日本ジュニア体重別選手権 48kg 第３位 浅香夕海 高３

H20 全日本ジュニア体重別選手権 63kg 第５位 小林桃子 高３

44kg ２回戦敗退 山下春香 高１

48kg 優勝 玉置桃 高１

63kg １回戦敗退 藤田風香 高３

H23 全日本ジュニア体重別選手権 48kg 第５位 玉置桃 高２

H24 全日本ジュニア体重別選手権 44kg ２回戦敗退 山下春香 高３

全日本カデ体重別選手権 44kg １回戦敗退 藤阪恭子 高１

44kg 第７位 藤阪恭子 高１

63kg 第７位 佐藤みずほ 高３

H28 全日本ジュニア体重別選手権 44kg 第５位 藤阪恭子 高２

H29 全日本ジュニア体重別選手権 44kg 第５位 藤阪恭子 高３

R04 全日本ジュニア体重別選手権 48kg ２回戦敗退 青木陽香 高２

H24 国民体育大会・岐阜県 先鋒 出場辞退 玉置桃 高３

H30 国民体育大会・福井県 副将 ３回戦敗退 池田紅 高１

R01 国民体育大会・茨城県 副将 第５位 池田紅 高２

（３）全日本ジュニア・全日本カデ

H22 全日本ジュニア体重別選手権

H27
全日本ジュニア体重別選手権

（４）国民体育大会



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

H12 52kg 予選Ｌ敗退 小池志穂 高２

H13

52kg ２回戦敗退 吉田優里香 高２ 48kg 準優勝 山岸絵美 高１

57kg 優勝 久田さやか 高３

78kg １回戦敗退 田村香恵 高１

48kg 第３位 山岸絵美 高２ 48kg 優勝 山岸絵美 高２

52kg 準優勝 松本薫 高１ 52kg ３回戦敗退 松本薫 高１

57kg 優勝 松本薫 高２ 48kg 優勝 山岸絵美 高３

78kg超 １回戦敗退 佐藤さやか 高３ 57kg 優勝 松本薫 高２

H17 52kg １回戦敗退 南有砂 高２

48kg 優勝 浅香夕海 高２ 48kg 優勝 浅香夕海 高２

57kg ２回戦敗退 丸山佳純 高３

48kg 優勝(２連覇) 浅香夕海 高３

63kg ２回戦敗退 小林桃子 高２

48kg １回戦敗退 元吉桜子 高１

63kg 準優勝 小林桃子 高３

48kg ２回戦敗退 元吉桜子 高２ 70kg １回戦敗退 亀井咲希 高１ 52kg １回戦敗退 増田沙由美 高１

52kg ２回戦敗退 長壁榛美 高３ 57kg 準優勝 向奈都美 高２

63kg １回戦敗退 藤田風香 高２

48kg 優勝 玉置桃 高１ 48kg ３回戦敗退 玉置桃 高１ 52kg 大会中止 玉置桃 高１

63kg ２回戦敗退 藤田風香 高３

H23 48kg 優勝(２連覇) 玉置桃 高２ 48kg 準優勝 玉置桃 高２ 57kg ３回戦敗退 宮崎志保 高２

H24 52kg ２回戦敗退 玉置桃 高３

H25

H18

H19

H15

H16

（５－１）関東高校大会・インターハイ・全国高校選手権【個人戦】

3月・全国高校選手権6月・関東高校大会

H22

H14

H20

8月・インターハイ

H21



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

H26 63kg ２回戦敗退 今井南歩 高３ 63kg １回戦敗退 佐藤みずほ 高２ 63kg 第５位 佐藤みずほ 高２

52kg １回戦敗退 玉置桜 高２ 52kg ２回戦敗退 玉置桜 高２ 57kg 第５位 玉置桜 高２

63kg 優勝 佐藤みずほ 高３

78kg ２回戦敗退 三浦玲那 高１

H28 78kg ２回戦敗退 三浦玲那 高２ 78kg 第５位 三浦玲那 高２

48kg 準優勝 布谷咲花 高２ 48kg １回戦敗退 布谷咲花 高２

48kg １回戦敗退 藤阪恭子 高３

63kg １回戦敗退 髙井円花 高３

48kg 第３位 布谷咲花 高３ 48kg ２回戦敗退 布谷咲花 高３

52kg １回戦敗退 山本由香 高３

70kg １回戦敗退 塚田芙姫 高２

78kg １回戦敗退 池田紅 高１

70kg ２回戦敗退 塚田芙姫 高３ 78kg 準優勝 池田紅 高２ 無差別 大会中止 池田紅 高２

78kg 優勝 池田紅 高２

R02 大会中止 大会中止 57kg ３回戦敗退 大山明莉 高２

R03 大会中止 57kg ３回戦敗退 大山明莉 高３

R04 大会中止

R05

R01

3月・全国高校選手権

（５－２）関東高校大会・インターハイ・全国高校選手権【個人戦】

H27

H30

H29

6月・関東高校大会 8月・インターハイ



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

R05

（５－３）インターハイ・関東高校選抜大会・全国高校選手権【個人戦】

8月・インターハイ 10月・関東高校選抜大会 3月・全国高校選手権



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

H10 52kg 優勝 小池志穂 中３ 52kg ３回戦敗退 小池志穂 中３

H11

H12

H13

44kg ２回戦敗退 浅香夕海 中１ 44kg ３回戦敗退 浅香夕海 中１

52kg １回戦敗退 桜井宏美 中３

H15 44kg 準優勝 浅香夕海 中２ 44kg 第5位 浅香夕海 中２

44kg 優勝 浅香夕海 中３ 44kg 第５位 浅香夕海 中３

70kg 出場辞退 渡邉百合子 中１

63kg １回戦敗退 今村真莉也 中２ 70kg ２回戦敗退 渡邉百合子 中２

70kg ２回戦敗退 渡邉百合子 中２

H18 70kg ２回戦敗退 今村真莉也 中３ 70kg １回戦敗退 今村真莉也 中３

H19 63kg ２回戦敗退 亀井咲希 中２ 63kg １回戦敗退 亀井咲希 中２

44kg １回戦敗退 増田沙由美 中３ 44kg ３回戦敗退 増田沙由美 中３

52kg ２回戦敗退 澤内奈奈 中３ 52kg ２回戦敗退 澤内奈奈 中３

H21

H22

63kg 準優勝 今井南歩 中３ 63kg ２回戦敗退 今井南歩 中３

70kg超 １回戦敗退 戸井田沙里 中１

H24 63kg 準優勝 佐藤みずほ 中３ 63kg ３回戦敗退 佐藤みずほ 中３

H25 48kg １回戦敗退 布谷咲花 中１

H26 44kg 第３位 洲﨑悠実 中１

H27 48kg ２回戦敗退 布谷咲花 中３ 48kg １回戦敗退 布谷咲花 中３

48kg 優勝 洲﨑悠実 中３ 63kg ２回戦敗退 塚田芙姫 中３

63kg ２回戦敗退 塚田芙姫 中３

70kg ２回戦敗退 池田紅 中２

H29 70kg 準優勝 池田紅 中３ 70kg ３回戦敗退 池田紅 中３

H30 48kg １回戦敗退 江波遥乃 中３

R01 70kg超 準優勝 本川怜奈 中３

R02 大会中止 大会中止

57kg 第３位 岡本紗季 中２ 57kg 出場辞退 岡本紗季 中２

63kg ２回戦敗退 佐藤七菜 中３

R04

R05

R03

H28

H20

（６）全国中学校大会・関東中学校大会【個人戦】

H14

H16

H17

H23

関東中学校大会 全国中学校大会



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

H9 無差別 池内麻紀子 第３位 大将 池内麻紀子 第３位

H10 63kg 都築綾乃 第４位

H11 78kg 長谷川佳子 第３位

H12 52kg 小池志穂 準優勝 先鋒 小池志穂 第３位 52kg 小池志穂 準優勝

H13 52kg 吉田優里香 第３位

52kg 吉田優里香 第４位 48kg 山岸絵美 準優勝 48kg 山岸絵美 優　勝

57kg 久田さやか 第３位 57kg 久田さやか 第４位 63kg 矢島陽菜 第３位

78kg 田村香恵 第３位 78kg 田村香恵 第３位

78kg超 佐藤さやか 第３位

48kg 山岸絵美 優　勝 48kg 山岸絵美 優　勝 48kg 山岸絵美 優　勝

52kg 松本薫 優　勝 52kg 松本薫 第３位 52kg 松本薫 優　勝

57kg 小島菜穂子 第４位 78kg 田村香恵 第３位

78kg 田村香恵 第４位 78kg超 佐藤さやか 第３位

78kg超 佐藤さやか 第３位

57kg 松本薫 優　勝 48kg 山岸絵美 優　勝 57kg 松本薫 第３位 52kg 桜井宏美 第３位

78kg超 佐藤さやか 準優勝 57kg 松本薫 優　勝

78kg超 佐藤さやか 第３位

52kg 南有砂 準優勝 52kg 桜井宏美 第３位 １年63超 鈴木千華 第３位

２年52kg 南有砂 第３位

２年63kg 丸山佳純 優　勝

48kg 浅香夕海 優　勝 48kg 浅香夕海 優　勝 57kg 丸山佳純 準優勝 １年63kg 五味奈津実 準優勝

63kg 小林桃子 第４位 57kg 丸山佳純 優　勝

63kg 小林桃子 第３位

57kg 五味奈津実 第３位 48kg 浅香夕海 優　勝 48kg 浅香夕海 第３位 1年52kg 加藤瑠美 準優勝

63kg 小林桃子 第３位 52kg 長壁榛美 第３位 2年63kg 小林桃子 優　勝

57kg 五味奈津実 第３位 2年63kg 五味奈津実 第３位

63kg 小林桃子 優　勝

48kg 元吉桜子 準優勝 52kg 長壁榛美 準優勝 52kg 長壁榛美 第４位 1年52kg 元吉桜子 第３位

52kg 長壁榛美 第３位 63kg 小林桃子 準優勝 63kg 小林桃子 第３位 1年63kg 向奈都美 優　勝

63kg 小林桃子 準優勝 70kg 今村真莉也 第３位 2年52kg 長壁榛美 第３位

2年52kg 加藤瑠美 第３位

2年63超 今村真莉也 第３位

３年57kg 五味奈津実 優　勝

H16

H17

国体都予選 高校選手権予選全日本ジュニア予選

H20

（７－１）都高校大会【個人戦】

H14

H15

関東大会予選 インターハイ予選 東京都学年別大会

H18

H19



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

48kg 元吉桜子 優　勝 48kg 増田沙由美 準優勝 先鋒 増田沙由美 準優勝 1年52kg 増田沙由美 第３位 52kg 増田沙由美 優　勝

48kg 増田沙由美 第３位 48kg 元吉桜子 第３位 中堅 向奈都美 第３位 1年52kg 澤内奈奈 第３位 52kg 元吉桜子 準優勝

52kg 長壁榛美 第３位 52kg 長壁榛美 第３位 1年63kg 秋葉恵理香 第３位 57kg 向奈都美 優　勝

63kg 藤田風香 準優勝 57kg 向奈都美 第３位 ２年63kg 向奈都美 優　勝 57kg 田中靖乃 準優勝

63kg 藤田風香 準優勝 ２年63kg 藤田風香 準優勝 63kg 藤田風香 準優勝

70kg 亀井咲希 優　勝 ３年57kg 長壁榛美 優　勝 70kg 亀井咲希 第３位

70kg 今村真莉也 第３位 ３年57kg 易真寿美 準優勝

48kg 玉置桃 優　勝 48kg 玉置桃 優　勝 先鋒 澤内奈奈 準優勝 44kg 山下春香 第３位 1年52kg 宮崎志保 第３位 52kg 玉置桃 優　勝

48kg 元吉桜子 第３位 48kg 元吉桜子 第３位 48kg 玉置桃 優　勝 1年63kg 倉部綾子 準優勝 52kg 増田沙由美 第３位

52kg 澤内奈奈 第３位 52kg 澤内奈奈 第３位 48kg 増田沙由美 第４位 1年63超 椿満惟 第３位 63kg 堀口里佳 第３位

52kg 宮崎志保 第４位 52kg 増田沙由美 第３位 63kg 藤田風香 第３位 2年52kg 増田沙由美 優　勝 70kg 亀井咲希 第３位

57kg 向奈都美 第３位 57kg 向奈都美 第３位

63kg 藤田風香 準優勝 63kg 藤田風香 準優勝

63kg 倉部綾子 第４位

48kg 玉置桃 準優勝 48kg 玉置桃 優　勝 48kg 増田沙由美 第４位 ２年63kg 宮崎志保 第３位 57kg 宮崎志保 優　勝

52kg 増田沙由美 第４位 2年63超 椿満惟 第３位

57kg 宮崎志保 第３位

57kg 宮崎志保 第３位 52kg 玉置桃 優　勝 先鋒 玉置桃 優　勝 44kg 山下春香 第３位 1年63kg 今井南歩 第３位 63kg 今井南歩 第３位

57kg 宮崎志保 第３位

63kg 今井南歩 第３位 63kg 今井南歩 第３位 1年63kg 佐藤みずほ 第３位 63kg 佐藤みずほ 第３位

2年52kg 櫻井信愛瑠 第３位 70kg 皆川瑛菜 準優勝

3年57kg 池田楓 準優勝

63kg 今井南歩 優　勝 63kg 佐藤みずほ 優　勝 1年52kg 玉置桜 優　勝 63kg 佐藤みずほ 優　勝

63kg 今井南歩 準優勝 1年63kg超 戸井田沙里 第３位 無差別 戸井田沙里 第３位

2年63kg 佐藤みずほ 優　勝

3年57超 今井南歩 準優勝

52kg 玉置桜 準優勝 52kg 玉置桜 優　勝 44kg 藤阪恭子 準優勝 1年52kg 藤阪恭子 準優勝 48kg 村山沙織 第３位

63kg 佐藤みずほ 準優勝 63kg 佐藤みずほ 準優勝 63kg 佐藤みずほ 準優勝 1年63kg 桑原多加 第３位 57kg 玉置桜 優　勝

78kg 三浦玲那 優　勝 70kg 髙井円花 第３位 無差別 三浦玲那 準優勝

（７－２）都高校大会【個人戦】
関東大会予選 インターハイ予選 全日本ジュニア予選 東京都学年別大会 高校選手権予選

H25

H26

H27

H24

H23

国体都予選

H22

H21



藤村女子柔道部のあゆみ

48kg 布谷咲花 第４位 48kg 布谷咲花 第３位 44kg 藤阪恭子 優　勝 1年52kg 布谷咲花 第３位 48kg 布谷咲花 準優勝

78kg 三浦玲那 優　勝 57kg 玉置桜 第３位 1年52kg 田﨑花梨 第３位 52kg 山本由香 準優勝

78kg 三浦玲那 優　勝 2年52kg 藤阪恭子 準優勝 63kg 髙井円花 第３位

2年63超 三浦玲那 準優勝 無差別 三浦玲那 準優勝

3年57kg 山田あかね 準優勝

3年57超 玉置桜 優　勝

48kg 布谷咲花 優　勝 48kg 布谷咲花 準優勝 副将 三浦玲那 第３位 44kg 藤阪恭子 優　勝 1年52kg 三田舞乃 準優勝 48kg 布谷咲花 優　勝

48kg 藤阪恭子 準優勝 48kg 藤阪恭子 第３位 1年63超 塚田芙姫 優　勝 48kg 座間菫 準優勝

57kg 桑原多加 第４位 78kg 三浦玲那 第３位 3年57超 桑原多加 優　勝 52kg 田﨑花梨 準優勝

63kg 髙井円花 準優勝 63kg 塚田芙姫 準優勝

78kg 三浦玲那 第３位

48kg 布谷咲花 優　勝 48kg 布谷咲花 優　勝 副将 池田紅 優　勝 1年52kg 岩切歩花 第３位 52kg 洲﨑悠実 準優勝

48kg 座間菫 第４位 52kg 山本由香 第３位 2年52kg 三田舞乃 準優勝 57kg 鈴木麻由 第３位

52kg 山本由香 準優勝 70kg 塚田芙姫 第３位 2年63kg 鈴木麻由 第３位 無差別 池田紅 準優勝

70kg 塚田芙姫 準優勝 78kg 池田紅 準優勝

78kg 池田紅 準優勝 78kg 池田萌 第３位

78kg 池田萌 第４位

52kg 洲﨑悠実 第３位 52kg 荒井玲香 第３位 副将 池田紅 優　勝 1年63kg 大山明莉 第３位 48kg 岩切歩花 第３位

70kg 塚田芙姫 準優勝 70kg 塚田芙姫 準優勝 2年52kg 岩切歩花 優　勝 57kg 大山明莉 第３位

78kg 池田紅 優　勝 78kg 池田紅 優　勝 3年57kg 洲﨑悠実 優　勝 無差別 池田紅 優　勝

78kg 池田萌 第３位 78kg 池田萌 準優勝

大会中止 大会中止 大会中止 大会中止 2年52kg 江波遥乃 第３位 大会中止

2年63kg 大山明莉 第３位

大会中止 48kg 早坂麗鈴 第３位 副将 本川怜奈 第３位 57kg 大山明莉 第４位 1年52kg 青木陽香 第３位 無差別 本川怜奈 第３位

57kg 大山明莉 優　勝 78kg 本川怜奈 第４位 1年63超 池田咲 優　勝

78kg 本川怜奈 第３位 2年63超 本川怜奈 第３位

78kg超 池田咲 第３位 2年63超 酒井類 第３位

大会中止 52kg 浦望葵 第３位 48kg 青木陽香 第３位 1年52kg 花森未奈 第３位 無差別 池田咲 準優勝

78kg 本川怜奈 準優勝 2年52kg 青木陽香 第３位

78kg超 酒井類 準優勝

全日本ジュニア予選 東京都学年別大会 高校選手権予選

（７－３）都高校大会【個人戦】

H29

国体都予選

H28

関東大会予選 インターハイ予選

H30

R01

R03

R04

R02



藤村女子柔道部のあゆみ

78kg 池田咲 第3位

78kg 本川瑠菜 第4位

（７－４）都高校大会【個人戦】
高校選手権予選

R05

関東大会予選 インターハイ予選 国体都予選 全日本ジュニア予選 関東選抜大会予選



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

52kg 小池志穂 第３位 52kg 小池志穂 優　勝

52kg 都築綾乃 第３位

H10 52kg 小池志穂 優　勝

H11

H12 １年軽 桜井宏美 第３位

48kg 桜井宏美 第３位 52kg 桜井宏美 第３位 ２年軽 桜井宏美 準優勝

57kg 関戸可奈 第３位

44kg 浅香夕海 優　勝 44kg 浅香夕海 優　勝 １年軽 浅香夕海 優　勝

52kg 桜井宏美 準優勝 57kg 南有砂 準優勝

57kg 森田緑 第４位 57kg 森田緑 第３位

H15 44kg 浅香夕海 優　勝 44kg 浅香夕海 準優勝 ２年軽 浅香夕海 準優勝

44kg 浅香夕海 優　勝 57kg 今村真莉也 準優勝 １年重 今村真莉也 第３位

70kg 渡邉百合子 準優勝 70kg 渡邉百合子 準優勝

63kg 今村真莉也 準優勝 63kg 今村真莉也 準優勝 ２年重 今村真莉也 準優勝

70kg 渡邉百合子 優　勝 70kg 渡邉百合子 優　勝

70kg 今村真莉也 優　勝 63kg 亀井咲希 第３位 １年軽 増田沙由美 準優勝

１年中 澤内奈奈 準優勝

１年重 亀井咲希 第３位

44kg 増田沙由美 第３位 44kg 増田沙由美 優　勝 ２年軽 増田沙由美 優　勝

63kg 亀井咲希 優　勝 52kg 森ゆか 準優勝 ２年中 澤内奈奈 優　勝

52kg 澤内奈奈 第３位 ２年重 亀井咲希 準優勝

57kg 秋葉恵理香 第３位

44kg 増田沙由美 優　勝 44kg 森温美 第３位 ３年軽 増田沙由美 優　勝

52kg 澤内奈奈 優　勝 ３年中 澤内奈奈 優　勝

57kg 秋葉恵理香 第３位 ３年中 中野紗希 準優勝

63kg 亀井咲希 第３位 ３年中 秋葉恵理香 第３位

52kg 鈴木双葉 第４位 44kg 中村柚香 第３位 １年重 今井南歩 第３位

52kg 鈴木双葉 準優勝 ２年軽 森温美 第３位

57kg 井田日菜子 第３位

63kg 今井南歩 第３位

57kg 井田日菜子 第４位 57kg 鈴木双葉 第３位 １年中 佐藤みずほ 準優勝

57kg 井田日菜子 第３位 ３年中 森温美 準優勝

63kg 今井南歩 準優勝

57kg 鈴木双葉 第３位 57kg 佐藤みずほ 準優勝 １年中 沢田彩夏 第３位

57kg 井田日菜子 第４位 70kg 林美佑 第３位 ２年中 佐藤みずほ 第３位

63kg 今井南歩 優　勝 70kg超 戸井田沙里 第３位 ２年重 林美佑 第３位

70kg超 戸井田沙里 第３位

63kg 佐藤みずほ 優　勝 ２年中 沢田彩夏 第３位

63kg 鈴木零海 第４位

48kg 布谷咲花 準優勝 48kg 布谷咲花 準優勝 １年軽 布谷咲花 優　勝

70kg超 戸井田沙里 第３位 ３年中 沢田彩夏 第３位

３年重 戸井田沙里 第３位

H14

H17

H20

H21

H22

H18

H16

H24

H23

H25

H13

H19

（８－１）都中学大会【個人戦】
全国中学予選 東京都新人大会 東京都学年別大会

H9



藤村女子柔道部のあゆみ・個人戦

44kg 洲﨑悠実 第３位 44kg 洲﨑悠実 優　勝 １年中 洲﨑悠実 第３位

48kg 布谷咲花 第４位 48kg 布谷咲花 優　勝 １年重 塚田芙姫 第３位

63kg 塚田芙姫 第３位 63kg 塚田芙姫 準優勝 ２年軽 布谷咲花 優　勝

３年中 久保都句紫 第３位

44kg 洲﨑悠実 第３位 48kg 洲﨑悠実 第３位 １年重 池田紅 準優勝

48kg 布谷咲花 優　勝 63kg 塚田芙姫 優　勝 ２年軽 洲﨑悠実 準優勝

63kg 塚田芙姫 第３位 70kg 池田紅 第３位 ２年重 塚田芙姫 優　勝

３年軽 布谷咲花 優　勝

48kg 洲﨑悠実 準優勝 44kg 江波遥乃 第３位 １年軽 江波遥乃 準優勝

52kg 荒井玲香 第３位 52kg 大山明莉 第３位 １年中 大山明莉 優　勝

63kg 塚田芙姫 優　勝 70kg 池田紅 優　勝 ２年中 鮫島千穂 第３位

70kg 池田紅 準優勝 ２年重 池田紅 優　勝

３年軽 荒井玲香 優　勝

３年中 塚田芙姫 準優勝

44kg 江波遥乃 第４位 48kg 江波遥乃 優　勝 １年重 本川怜奈 準優勝

70kg 池田紅 優　勝 57kg 大山明莉 優　勝 ２年軽 江波遥乃 準優勝

70kg超 本川怜奈 第３位 70kg超 本川怜奈 第３位 ２年中 大山明莉 第３位

３年重 池田紅 優　勝

44kg 江波遥乃 準優勝 70kg超 本川怜奈 準優勝 ２年重 本川怜奈 優　勝

57kg 大山明莉 第４位 ３年軽 江波遥乃 準優勝

70kg超 本川怜奈 準優勝 63kg 佐藤七菜 第３位 １年重 佐藤七菜 準優勝

２年重 池田咲 第３位

３年重 本川怜奈 準優勝

R02 大会中止 大会中止 大会中止

57kg 岡本紗季 優　勝 40kg 関川ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾗｯﾄﾞ恵咲 第３位 大会中止

63kg 佐藤七菜 準優勝 57kg 岡本紗季 優　勝

70kg 本川瑠菜 第４位 70kg 本川瑠菜 準優勝

40kg 関川ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾗｯﾄﾞ恵咲 第３位 44kg 関川ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾗｯﾄﾞ恵咲 第３位 3年重 宇佐見茜瑚 第３位

70kg 本川瑠菜 第４位

（８－２）都中学大会【個人戦】

H30

東京都新人大会 東京都学年別大会

H26

H27

H28

H29

全国中学予選

R05

R03

R04

R01


