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№ 階級 氏名 所属 都道府県 勝敗 結果 勝敗 氏名 所属 都道府県 Ｒ Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３

1 ｗ３１ｋｇ 水戸瀬　瑠七 関西 × RSC ○ 吉永　有咲 九州 芦田 中山 米田 藤井

2 ｗ３４ｋｇ 山本　純愛 九州 × WP ○ 柏木　爽暖 関西 飯田 黒崎 米良 林

3 ｗ３７ｋｇ 山岡　乙葉 関西 ○ RSC × カイリー　友好 九州 黒崎 藤井 蛯原 中山

4 ｗ４２ｋｇ 大坪　琴音 九州 × RSC ○ 西本　莉緒 関西 飯田 黒崎 藤井 米田

5 ｗ４５ｋｇ 柏木　颯奏 関西 × RSC ○ 飯尾　陽菜 四国 中山 赤澤 蛯原 米良

6 ｗ４８ｋｇ 堀田　優奈 九州 × RSC ○ 三木　姫愛 関西 林 米田 芦田 藤井

7 ｗ５１ｋｇ 渡邉　ひまり（認定） 関西 認定 三浦　美姫（認定） 九州 赤澤 中山 黒崎 米良

8 ３１ｋｇ 中矢　湊 四国 ○ WP × 野副　丈一郎 九州 藤井 蛯原 米田 中山

9 ３４ｋｇ 八谷　徹真 九州 ○ RSC × 神野　洋志 関西 米良 林 赤澤 芦田

10 ３７ｋｇ 川淵　陽翆 中国 ○ RSC × 川畑　諒弥 九州 黒崎 藤井 蛯原 中山

11 ４０ｋｇ 大澤　　楽 関西 ○ RSC × 秋山　大空 九州 飯田 林 米田 芦田

12 ４３ｋｇ 吉田　兼都 九州 × RSC ○ 伊田　逞真 中国 藤井 米良 黒崎 赤澤

13 ４６ｋｇ 田井　美輝 関西 ○ WP × 大石　琉月 九州 林 米良 飯田 蛯原

14 ３３ｋｇ 神田　夏輝 中国 × WP ○ 川野　琉夏 九州 米良 芦田 飯田 中山

15 ３６ｋｇ 小島　蒼空 九州 ○ WP × 西﨑　琥太郎 関西 蛯原 芦田 林 藤井

16 ３９ｋｇ 高橋　豪輝 中国 ○ WP × 北村　龍生 九州 飯田 赤澤 米田 黒崎

17 ４２ｋｇ 中野　凛闘 中国 ○ WP × 瀬戸山　綾人 九州 芦田 米良 藤井 林

18 ４５ｋｇ 山田　心 九州 ○ WP × 佐々木　愛斗 中国 米田 飯田 中山 黒崎

19 ４８ｋｇ 所　純平 九州 × WP ○ 川井　丈輔 関西 黒崎 藤井 米良 赤澤

20 ５１ｋｇ 作野　辰嘉 中国 ○ WP × 奈須　皇河 九州 中山 米田 飯田 芦田

21 ５４ｋｇ 永山　銀次郎 関西 ○ WP × 宮里　阿連 九州 藤井 黒崎 赤澤 林

22 ５７ｋｇ 桐畑　憲信 九州 × RSC ○ 藤木　勇我 関西 芦田 中山 飯田 蛯原

23 ６０ｋｇ 藪　大樹 中国 × ABD ○ 長谷川　彪風 関西 林 米田 米良 赤澤

24 ６４ｋｇ 川南　龍煌 九州 × RSC ○ 兵主　瑠聖 中国 中山 藤井 飯田 蛯原

25 ６８ｋｇ 堀川　修司 四国 × ABD ○ 太田　成恒 九州 米良 芦田 赤澤 林
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