
フォーデイズ杯令和４年度第15回全日本女子オープンレスリング選手権大会

参加選手一覧

No. 都道府県 クラス 氏名 フリガナ
所属略称

（組合せ記載）
医事証明書

1 北海道 高校生の部　53㎏ 湊莉菜 ミナトレナ 帯広北

2 北海道 中学生の部　36㎏ 野手里穂菜 ノテリホナ オビヒロ

3 北海道 中学生の部　42㎏ 荒川笑舞 アラカワエマ オビヒロ

4 北海道 中学生の部　58㎏ 野口紗英 ノグチサエ オビヒロ

5 北海道 中学生の部　62㎏ 熊澤夏生 クマザワナツキ オビヒロ

6 青森県  シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 榎下美鈴 エノモトミスズ 青森県協会

7 青森県  中学生の部　36㎏ 田中希実 タナカノゾミ 八戸クラブ

8 青森県  中学生の部　36㎏ 川下未來 カワシタミク 八戸クラブ

9 青森県  中学生の部　39㎏ 佐々木未桜 ササキミオ 八戸クラブ

10 青森県  キッズ５・６年生の部　40kg 成田悠華 ナリタユウカ 青森クラブ

11 岩手県 中学生の部　39㎏ 千田愛穏 チダ　アスナ 盛岡クラブ

12 岩手県 高校生の部　53㎏ 飯村七緒 イイムラナナオ 種市高校

13 岩手県 高校生の部　57㎏ 小川紗弥 オガワサヤ 種市高校

14 岩手県 高校生の部　47㎏ 舘下姫朋 タテシタキホ 宮古商工

15 岩手県 高校生の部　47㎏ 山屋ひかり ヤマヤヒカリ 宮古商工

16 岩手県 高校生の部　53㎏ 舘下莉子 タテシタリコ 宮古商工

17 岩手県 中学生の部　73㎏ 舘下苺采 タテシタ　イチネ 山田クラブ

18 秋田県 高校生の部　47㎏ 鈴木彩音 スズキ　アヤネ 秋田南高校

19 秋田県 高校生の部　50㎏ 菅原希鈴 スガワラキスズ 秋田商業

20 秋田県 高校生の部　62㎏ 佐藤杏樹 サトウアンジュ 秋田商業

21 秋田県 高校生の部　74㎏ 佐々木愛 ササキマナ 明桜

22 秋田県 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 岩澤希羽 イワサワキワ 秋田NH

23 山形県 高校生の部　50㎏ 潟湊美咲 カタミナトミサキ 米沢工業

24 福島県 キッズ５・６年生の部　33㎏ 佐藤杏樹 サトウアンジュ 郡山ﾚｽﾘﾝｸﾞ

25 福島県 中学生の部　46㎏ 石尾愛來 イシオアネラ 郡山ﾚｽﾘﾝｸﾞ

26 福島県 高校生の部　50㎏ 横瀬亜美 ヨコセアミ ふたば未来

27 福島県 中学生の部　39㎏ 阿久津こはる アクツコハル ふたば未来

28 福島県 中学生の部　50㎏ 保坂樹奈 ホサカジュナ ふたば未来

29 福島県 中学生の部　54㎏ 湯田鈴 ユダリン ふたば未来

30 福島県 高校生の部　53㎏ 阿久津ひなた アクツヒナタ ふたば未来

31 福島県 高校生の部　62㎏ 高橋衣織 タカハシイオリ ふたば未来

32 茨城県 高校生の部　57㎏ 佐藤宝瑠 サトウホウル 鹿島学園

33 茨城県 高校生の部　74㎏ 小原春佳 コバルハルカ 鹿島学園

34 茨城県 中学生の部　54㎏ 大川光紀 オオカワミツキ ＫＡＳＵＭＩ

35 茨城県 中学生の部　73㎏ 内山陽誇 ウチヤマアコ ＫＡＳＵＭＩ

36 茨城県 中学生の部　42㎏ 神谷朱音 カミヤアカネ TORIDE

37 茨城県 中学生の部　66㎏ 大豆生田麗 オオマメウダ　ウララ ひたちなか

38 栃木県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 楳沢安音 ｳﾒｻﾞﾜ　ｱﾝﾈ ＳＰＩＤＥＲ
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39 栃木県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 冷水祈璃 シミズ　イノリ THUNDER

40 栃木県 キッズ５・６年生の部　58㎏ 花井小梅 ハナイ　コウメ THUNDER

41 栃木県 中学生の部　33㎏ 中園和奏 ナカゾノ　ワカナ THUNDER

42 栃木県 中学生の部　73㎏ 小沼彩倭 コヌマ　サワ THUNDER

43 栃木県 高校生の部　53㎏ 石川陽菜 イシカワヒナ 宇都宮商業

44 栃木県 高校生の部　57㎏ 加藤綺華 カトウアヤカ 宇都宮商業

45 栃木県 高校生の部　62㎏ 石川結衣 イシカワユイ 宇都宮商業

46 群馬県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 村田悠杏 ムラタユアン 邑楽ｼﾞｭﾆｱ

47 群馬県 中学生の部　42㎏ 萩本浬愛 ハギモトリア 邑楽ｼﾞｭﾆｱ

48 群馬県 中学生の部　42㎏ 本間あみ ホンマアミ 邑楽ｼﾞｭﾆｱ

49 群馬県 中学生の部　50㎏ 青山成実 アオヤマナルミ 邑楽ｼﾞｭﾆｱ

50 群馬県 中学生の部　62㎏ 村田悠芽夏 ムラタユメカ 邑楽ｼﾞｭﾆｱ

51 群馬県 高校生の部　53㎏ 原口真優 ハラグチマヒロ 市立太田

52 群馬県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 苅谷萌々香 カリヤモモカ OSA

53 群馬県 中学生の部　54㎏ 澤井舞綾 サワイマアヤ OSA

54 群馬県 高校生の部　47㎏ 村田悠夏 ムラタ　ユナ 西邑楽高校

55 群馬県 高校生の部　50㎏ 横尾瑠衣 ヨコオ　ルイ 西邑楽高校

56 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　72㎏ 坂本捺菜 サカモトナナ 富岡

57 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 櫻井はなの サクライハナノ 育英大学

58 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 椛本怜奈 カバモトレイナ 育英大学

59 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 五味音々 ゴミネオン 育英大学

60 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 嶋田英莉 シマダエリ 育英大学

61 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 下野佑実 シモノユミ 育英大学

62 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 向山凪 ムコヤマナギ 育英大学

63 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 伏部内まこ フシべナイ 育英大学

64 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 平井かえで ヒライカエデ 育英大学

65 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　68㎏ 藤倉優花 フジクラユウカ 育英大学

66 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　68㎏ 石井亜海 イシイアミ 育英大学

67 群馬県 シニアの部(大学生を含む）　72㎏ 塩沢和 シオサワヤワラ 育英大学

68 群馬県 キッズ５・６年生の部　49㎏ 石井愛加里 イシイアカリ 上州ﾄﾚｼﾞｬｰ

69 群馬県 中学生の部　58㎏ 谷津七海 ヤツナナミ 上州ﾄﾚｼﾞｬｰ

70 埼玉県 高校生の部　62㎏ 元木日陽里 モトキヒヨリ 埼玉栄

71 埼玉県 高校生の部　53㎏ 尾西桜 オニシサクラ 埼玉栄

72 埼玉県 高校生の部　57㎏ 太田早也香 オオタサヤカ 埼玉栄

73 埼玉県 高校生の部　62㎏ 諸星菜夏 モロホシナナ 埼玉栄

74 埼玉県 中学生の部　46㎏ 小山内陽依 オサナイヒヨリ 埼玉栄

75 埼玉県 中学生の部　54㎏ 諸星日菜 モロホシヒナ 埼玉栄

76 埼玉県 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 植野晏奈 ウエノアンナ 自体校

77 埼玉県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 奥野春菜 オクノハルナ 自体校
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78 埼玉県 キッズ５・６年生の部　58㎏ 田中いおり たなかいおり TOYO

79 千葉県 キッズ５・６年生の部　24～28㎏ 椎名玲美 シイナレミ リバーサル

80 千葉県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 根井真成美 ネイマナミ リバーサル

81 千葉県 キッズ５・６年生の部　53㎏ 藤田紫 フジタムラサキ リバーサル

82 千葉県 中学生の部　46㎏ 片岡優 カタオカユウ リバーサル

83 千葉県 中学生の部　50㎏ 三谷心乃 ミタニココノ リバーサル

84 千葉県 中学生の部　62㎏ 木村美海 キムラミウナ リバーサル

85 千葉県 中学生の部　73㎏ 藤田眞妃琉 フジタマヒル リバーサル

86 千葉県 高校生の部　50㎏ 佐々木里菜 ササキリナ 野田中央

87 千葉県 高校生の部　57㎏ 本原理紗 モトハラ　リサ 日体大柏

88 千葉県 高校生の部　62㎏ 藤本夏妃 フジモト　ナツキ 日体大柏

89 千葉県 中学生の部　46㎏ 加藤空 カトウソラ 野田一中

90 千葉県 キッズ５・６年生の部　33㎏ 古市せら フルイチセラ NODA

91 千葉県 中学生の部　42㎏ 日向玲奈 ヒナタレイナ 松戸ジュニア

92 千葉県 中学生の部　46㎏ 小岩芽以 コイワメイ 松戸ジュニア

93 千葉県 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 山田亜優香 ヤマダアユカ 国際武道

94 千葉県 キッズ５・６年生の部　53㎏ 佐古光優 サコミユウ 市川ｺｼﾃｨ

95 千葉県 中学生の部　54㎏ 佐藤優 サトウユウ 千葉県協会

96 東京都 キッズ５・６年生の部　58㎏ 長野楓 ナガノ　カエデ ESK

97 東京都 高校生の部　57㎏ 内田颯夏 ウチダソワカ JWA

98 東京都 中学生の部　50㎏ 田中結 タナカユイ JWA

99 東京都 中学生の部　58㎏ 吉川華奈 ヨシカワハナ JWA

100 東京都 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 小玉彩天奈 コダマアテナ MTX

101 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 中村未優 ナカムラミユウ SDL

102 東京都 キッズ５・６年生の部　36㎏ 山本莉紗 ヤマモトリサ レッスル

103 東京都 キッズ５・６年生の部　45㎏ 尻無濱せな シリナシハマセナ レッスル

104 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 岩澤愛希 イワサワアキ 青学大

105 東京都 高校生の部　47㎏ 鈴木彩加 スズキアヤカ 安部学院高校

106 東京都 高校生の部　50㎏ 安田あくる ヤスダアクル 安部学院高校

107 東京都 高校生の部　50㎏ 唐谷里緒 カラタニリオ 安部学院高校

108 東京都 高校生の部　53㎏ 山田聖麗 ヤマダセリ 安部学院高校

109 東京都 高校生の部　53㎏ 前田翠水 マエダスズ 安部学院高校

110 東京都 高校生の部　53㎏ 吉田ロヤ ヨシダロヤ 安部学院高校

111 東京都 高校生の部　53㎏ 本多香里菜 ホンダカリナ 安部学院高校

112 東京都 高校生の部　62㎏ 菱沼綾南 ヒシヌマアヤナ 安部学院高校

113 東京都 高校生の部　68㎏ 櫻岡実歩 サクラオカミホ 安部学院高校

114 東京都 高校生の部　74㎏ 茂呂綾乃 モロアヤノ 安部学院高校

115 東京都 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 八嶋那乃羽 ヤシマナノハ 安部学院高校 〇

116 東京都 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 佐々木すず ササキスズ 安部学院高校 〇
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117 東京都 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 田南部夢叶 タナベユメカ ﾚｽﾀｰHD

118 東京都 シニアの部(大学生を含む）　72㎏ 進藤芽伊 シンドウ　メイ クリナップ

119 東京都 キッズ５・６年生の部　33㎏ 下島小歩 シモジマサホ 国士舘

120 東京都 キッズ５・６年生の部　36㎏ 下島夕和 シモジマユナ 国士舘

121 東京都 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 武藤千奈恵 ムトウ　チナエ 国士舘

122 東京都 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 金城梨紗子 キンジョウリサコ サントリー

123 東京都 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 川井友香子 カワイユカコ サントリー

124 東京都 キッズ５・６年生の部　36㎏ 古川葵彩 コガワ　アオイ 東実ジュニア

125 東京都 キッズ５・６年生の部　40㎏ 積木志保 ツムキ　シホ 東実ジュニア

126 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 植松夏鈴 ウエマツカリン 東洋大

127 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 太田真蓉 オオタマヨ 東洋大

128 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 本田原鈴 モトダハラリン 東洋大

129 東京都 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 西田紗織 ニダサオリ 東洋大

130 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 江坂紗那 エザカセナ 日体大

131 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 川井千晶 カワイチアキ 日体大

132 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 大野真子 オオノマコ 日体大

133 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 相原志織 アイハラシオリ 日体大

134 東京都 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 大城愛 オオシロマナ 日体大

135 東京都 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 栗野聖 クリノセイ 日体大

136 東京都 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 田村生吹 タムライブキ 日体大

137 東京都 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 藤山いろは フジヤマイロハ 日体大

138 東京都 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 岡田純奈 オカダジュンナ 日体大

139 東京都 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 中堀水葵 ナカホリミズキ 日体大

140 東京都 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 惣﨑優音 ソウザキユウネ 日体大

141 東京都 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 吉武まひろ ヨシタケマヒロ 日体大

142 東京都 シニアの部(大学生を含む）　68㎏ 高田ここな タカダココナ 日体大

143 東京都 シニアの部(大学生を含む）　72㎏ 和地美咲 ワチミサキ 日体大

144 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 清水美海 シミズミウ 日本大学

145 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 佐々木花恋 ササキカレン 日本大学

146 東京都 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 長谷川華子 ハセガワカコ 日本大学

147 東京都 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 今井佑海 イマイウミ 日本大学

148 東京都 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 山路さくら ヤマジサクラ 日本大学

149 東京都 キッズ５・６年生の部　40㎏ 志田野乃美 シダノノミ 練馬谷原くらぶ

150 東京都 キッズ５・６年生の部　36㎏ 矢野朱莉 ヤノ アカリ FFC

151 東京都 中学生の部　46㎏ 高階悠乃 タカシナ ヒサノ FFC

152 東京都 中学生の部　66㎏ 本多結里菜 ホンダ ユリナ FFC

153 東京都 高校生の部　53㎏ 西田リサ ニシダリサ 文大杉並

154 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 伊藤未羽 イトウミワ 法政大学

155 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 高木愛美 タカギアイミ 法政大学
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156 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 小坂歩未 コサカアユミ 法政大学

157 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 木村彩夏 キムラアヤカ 法政大学

158 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 服部里桜 ハットリリオ 法政大学

159 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 平野夏帆 ヒラノナツホ 法政大学

160 東京都 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 木井たから キイタカラ 法政大学

161 東京都 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 三輪柚奈 ミワユズナ 法政大学

162 東京都 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 菊田花 キクタハナ 法政大学

163 東京都 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 浅井紅吏 アサイアカリ 法政大学

164 東京都 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 中村成実 ナカムラナルミ 法政大学

165 東京都 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 伊藤海 イトウウミ 早稲田大学

166 東京都 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 片岡梨乃 カタオカリノ 早稲田大学

167 東京都 中学生の部　39㎏ 岩崎うみ イワサキ　ウミ ZELOS

168 東京都 高校生の部　53㎏ 増山天南 マシヤマテンナ 日工大駒場

169 東京都 高校生の部　68㎏ 松山楓 マツヤマカエデ 日工大駒場

170 東京都 中学生の部　46㎏ 角本明日香 カクモトアスカ 日工大駒場

171 東京都 中学生の部　66㎏ 松山桜 マツヤマサクラ 日工大駒場

172 東京都 高校生の部　47㎏ 大井寿々 オオイスズ 日体大桜華

173 東京都 高校生の部　53㎏ 澤木心愛 サワキココア 日体大桜華

174 東京都 高校生の部　62㎏ 小野こなみ オノコナミ 日体大桜華

175 東京都 高校生の部　68㎏ 星野レイ ホシノレイ 日体大桜華

176 東京都 シニアの部(大学生を含む）　72㎏ 中村旭 ナカムラアサヒ 日体大桜華

177 東京都 中学生の部　50㎏ 筒井双 ツツイソウ 日体大桜華

178 東京都 中学生の部　62㎏ 岩崎美優 イワサキミユウ 日体大桜華

179 東京都 中学生の部　62㎏ 眞島好花 マシマコハル 日体大桜華

180 神奈川 キッズ５・６年生の部　30㎏ 小原優乃 オバラユウノ fireboys

181 神奈川 中学生の部　42㎏ 小原心花 オバラココハ fireboys

182 神奈川 中学生の部　42㎏ 加藤あん カトウアン fireboys

183 神奈川 中学生の部　46㎏ 巴絢春 トモエアヤカ fireboys

184 神奈川 中学生の部　54㎏ 山内悠妃 ヤマウチユキ fireboys

185 神奈川 キッズ５・６年生の部　53㎏ 鈴木琳媛 スズキ　リオン くりもり

186 神奈川 中学生の部　50㎏ 岩崎梅乃 イワサキ　ウノ くりもり

187 神奈川 キッズ５・６年生の部　+58㎏ 飯田奏 イイダ カナデ NEXUS

188 神奈川 中学生の部　42㎏ 勝目結羽 カツメ ユウ NEXUS

189 神奈川 中学生の部　46㎏ 寳嶋栞那 タカラジマ カンナ NEXUS

190 神奈川 中学生の部　58㎏ 飯田響 イイダ ヒビキ NEXUS

191 神奈川 中学生の部　58㎏ 木下凛 キノシタ リン NEXUS

192 神奈川 中学生の部　50㎏ 関戸香梨奈 セキドカリナ T.B by S.U.

193 神奈川 キッズ５・６年生の部　45㎏ 菅原早穂 スガワラサホ 磯工ベアーズ

194 神奈川 高校生の部　53㎏ 黒澤真汐 クロサワマシオ 磯子工
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195 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 坂本由宇 サカモトユウ 神奈川大

196 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 阿部ちひろ アベチヒロ 神奈川大

197 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 水澗琉奈 ミズマルナ 神奈川大

198 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 山内奏美 ヤマノウチカナミ 神奈川大

199 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　72㎏ 新倉すみれ ニイクラスミレ 神奈川大

200 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 福永誠笑 フクナガタカエ 専修大学

201 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　72㎏ 小林奏音 コバヤシカノン 専修大学

202 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 笠井梨瑚 カサイリコ 専修大学

203 神奈川 キッズ５・６年生の部　58㎏ 白砂萌珂 シラスナモカ AJPW.Jr

204 神奈川 キッズ５・６年生の部　30㎏ 佐藤莉桜 サトウリオ TOKAIJr

205 神奈川 キッズ５・６年生の部　36㎏ 及川美優 オイカワミヒロ TOKAIJr

206 神奈川 高校生の部　50㎏ 竹内美保子 タケウチミホコ 日大藤沢高校

207 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 川内海音 カワウチカノン 防大

208 神奈川 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 濵﨑花 ハマザキハナ 防大

209 神奈川 キッズ５・６年生の部　36㎏ 吉田灯里 ヨシダアカリ YJWC

210 神奈川 中学生の部　42㎏ 竹内菜々子 タケウチナナコ YJWC

211 神奈川 中学生の部　42㎏ 田中愛莉 タナカアイリ YJWC

212 神奈川 中学生の部　46㎏ 大矢華乃 オオヤハナノ YJWC

213 新潟県 高校生の部　57㎏ 川村優 カワムラユウ 北越

214 富山県 高校生の部　50㎏ 清水陽菜 シミズヒナ 桜井

215 富山県 中学生の部　58㎏ 堀田みず希 ホリタミズキ 高岡ｼﾞｭﾆｱ

216 石川県 高校生の部　47㎏ 岡田夢生 オカダユウ 志賀高校

217 石川県 キッズ５・６年生の部　30㎏ 大門明日香 ダイモンアスカ 志賀ジュニア

218 石川県 キッズ５・６年生の部　33㎏ 永谷恋彩 ナガタニレア 志賀ジュニア

219 石川県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 松下陽咲 マツシタヒサキ 志賀ジュニア

220 石川県 中学生の部　42㎏ 永谷梨愛 ナガタニリイ 志賀ジュニア

221 石川県 中学生の部　50㎏ 谷内絵美里 ヤチエミリ 志賀ジュニア

222 石川県 中学生の部　54㎏ 永谷優來 ナガタニユラ 志賀ジュニア

223 福井県 キッズ５・６年生の部　49㎏ 今田柚月 イマダ　ユズ FUKUIえんま

224 福井県 中学生の部　73㎏ 西田あづき ニシダアヅキ FUKUIえんま

225 福井県 中学生の部　54㎏ 佐藤瑚々美 サトウココミ HAKOBEE

226 福井県 中学生の部　58㎏ 中山木の実 ナカヤマコノミ HAKOBEE

227 福井県 高校生の部　62㎏ 竹中花音 タケナカ　カノン 敦賀気比

228 福井県 高校生の部　53㎏ 山田陽菜 ヤマダ　ヒナ 福井工大福井

229 山梨県 高校生の部　53㎏ 小澤咲楽 オザワサクラ 甲府城西

230 山梨県 高校生の部　57㎏ 髙橋にいな タカハシニイナ 甲府城西

231 山梨県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 五味香音 ゴミ カオン 北杜スポ少

232 山梨県 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 寺本鈴 テラモトリン 山梨学院大学

233 山梨県 中学生の部　46㎏ 飯島優芽 イイジマユメ 山梨ジュニア
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234 長野県 高校生の部　50㎏ 美齊津杏奈 ミサイヅアンナ 小諸高校

235 長野県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 関若菜 セキワカナ SAKU

236 長野県 高校生の部　47㎏ 菊原最愛 キクハラモア 佐総高校

237 長野県 高校生の部　47㎏ 井上いまり イノウエイマリ 佐総高校

238 長野県 高校生の部　53㎏ 渡邊芽衣 ワタナベメイ 佐総高校

239 長野県 中学生の部　42㎏ 浅川凛 アサカワリン SAKU

240 岐阜県 高校生の部　62㎏ 田垣天楓 タガキソヨカ 岐南工業

241 岐阜県 高校生の部　47㎏ 太田百美 オオタ　モモミ 岐阜工業高校

242 岐阜県 高校生の部　53㎏ 脇田陽菜 ワキタ　ハルナ 岐阜工業高校

243 岐阜県 高校生の部　57㎏ 坂井桜 サカイ　サクラ 岐阜工業高校

244 岐阜県 高校生の部　68㎏ 坂井愛 サカイ　アイ 岐阜工業高校

245 岐阜県 高校生の部　47㎏ 圓山倖羽 マルヤマコハネ 高山西高校

246 岐阜県 高校生の部　50㎏ 今井七彩 イマイナナ 高山西高校

247 岐阜県 高校生の部　50㎏ 小川凜佳 オガワリンカ 中京

248 岐阜県 高校生の部　53㎏ 志貴南栄 シキミナエ 中京

249 岐阜県 高校生の部　57㎏ 早水誓来 ハヤミズセイラ 中京

250 岐阜県 中学生の部　54㎏ 小川璃苑 オガワリオン 中津川ジュニア

251 岐阜県 キッズ5・6年生の部　24～28kg 志田向夏花 シダヒマワリ HASHIMA

252 岐阜県 中学生の部　50kg 加藤百々花 カトウモモカ HASHIMA

253 岐阜県 中学生の部　50kg 長谷川咲和 ハセガワサワ HASHIMA

254 岐阜県 中学生の部　54kg 坂井椿 サカイツバキ HASHIMA

255 岐阜県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 堤芽衣子 ツツミメイコ マイスポ

256 岐阜県 中学生の部　42㎏ 井田彩夏 イダサヤカ マイスポ

257 岐阜県 中学生の部　50㎏ 今井七緒 イマイナオ マイスポ

258 岐阜県 中学生の部　58㎏ 直井詩空 ナオイシズク マイスポ

259 岐阜県 高校生の部　47㎏ 鈴木侑子 スズキユウコ 加茂農林

260 静岡県 高校生の部　53㎏ 土屋沙和 ツチヤサワ 沼津城北

261 静岡県 高校生の部　47㎏ 山口菜々子 ヤマグチナナコ 藤枝北

262 静岡県 高校生の部　50㎏ 川嶋凜 カワシマリン 藤枝北

263 静岡県 高校生の部　57㎏ 杉本友香 スギモトユカ 藤枝北

264 静岡県 高校生の部　68㎏ 松村咲希 マツムラサキ 藤枝北

265 静岡県 高校生の部　50㎏ 山﨑愛夏 ヤマザキエナ 焼津中央

266 静岡県 中学生の部　46㎏ 惣﨑希夏 ソウザキノノカ 長泉FA

267 静岡県 中学生の部　58㎏ 相磯ひなた アイソ ヒナタ 沼津学園Jr.

268 静岡県 中学生の部　58㎏ 鈴木遥心 スズキ トナ 沼津学園Jr.

269 静岡県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 小林叶実 コバヤシカナミ NUMAZU

270 静岡県 中学生の部　46㎏ 安藤愛莉 アンドウアイリ NUMAZU

271 静岡県 中学生の部　66㎏ 駒田つかさ コマダツカサ NUMAZU

272 静岡県 キッズ５・６年生の部　30㎏ 石田杏莉 イシダアンリ 焼津リトル
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273 静岡県 キッズ５・６年生の部　33㎏ 関野心結 セキノミユイ 焼津リトル

274 静岡県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 星野葵 ホシノアオイ 焼津リトル

275 静岡県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 森麻里香 モリマリカ 焼津リトル

276 静岡県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 望月麻衣 モチヅキマイ 焼津リトル

277 静岡県 中学生の部　36㎏ 鈴木綸夏 スズキリンカ 焼津リトル

278 静岡県 中学生の部　42㎏ 石田莉子 イシダリコ 焼津リトル

279 静岡県 中学生の部　46㎏ 中島加詠 ナカジマカエ 焼津リトル

280 静岡県 中学生の部　46㎏ 山内聖心 ヤマウチセレン 焼津リトル

281 静岡県 キッズ５・６年生の部　36㎏ 渡邉みらい ワタナベミライ 焼津ジュニア

282 静岡県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 佐藤希乃果 サトウノノカ 焼津ジュニア

283 静岡県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 秋山恵南 アキヤマエナ 焼津ジュニア

284 静岡県 中学生の部　46㎏ 橋本菜央 ハシモトナオ 焼津ジュニア

285 静岡県 中学生の部　50㎏ 外崎未来 トノサキミラ 焼津ジュニア

286 静岡県 高校生の部　50㎏ 岩田優那 イワタユウナ 焼津中央

287 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 源平彩南 ゲンペイアヤナ ㈱アイシン

288 愛知県 キッズ５・６年生の部　33㎏ 中溝光莉 ナカミゾヒカリ 刈谷

289 愛知県 キッズ５・６年生の部　45㎏ 笠本芽咲 カサモトメイサ 刈谷

290 愛知県 キッズ５・６年生の部　53㎏ 中西美遥 ナカニシミハル 刈谷

291 愛知県 中学生の部　39㎏ 江坂萌那 エザカモナ 刈谷

292 愛知県 中学生の部　42㎏ 西島綾乃 ニシジマアヤノ 刈谷

293 愛知県 キッズ５・６年生の部　+58㎏ 伊藤新菜 イトウ　ニイナ 至学館

294 愛知県 キッズ５・６年生の部　49㎏ 祖父江瑠香 ソブエルカ 至学館

295 愛知県 中学生の部　66㎏ 伊藤愛里 イトウ　アイリ 至学館

296 愛知県 高校生の部　53㎏ ビャンバスレンハリウン ビャンバスレンハリウン 至学館高

297 愛知県 高校生の部　53㎏ 姫野笑流 ヒメノエル 至学館高

298 愛知県 高校生の部　57㎏ 丸未永海 マルミナミ 至学館高

299 愛知県 高校生の部　62㎏ ビャンバスレンフウラン ビャンバスレンフウラン 至学館高

300 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 眞柄美和 マガラミワ 至学館高

301 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 森川晴凪 モリカワハルナ 至学館高

302 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 新井一花 アライイチカ 至学館高

303 愛知県 高校生の部　68㎏ 北出桃子 キタデモモコ 至学館高

304 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 米原実穂 ヨネハラミノリホ 至学館大

305 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 伊藤乃愛 イトウノア 至学館大

306 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 屶網瑠夏 ナタミルカ 至学館大

307 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 山口夏月 ヤマグチナツキ 至学館大

308 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 中西美結 ナカニシミユ 至学館大

309 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 内田奈佑 ウチダナユ 至学館大

310 愛知県 シニアの部(大学生を含む）　72～76㎏ 山本和佳 ヤマモトノドカ 至学館大

311 愛知県 中学生の部　33㎏ 神戸絢音 カンベアヤネ トコナメ
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312 三重県 キッズ５・６年生の部　36㎏ 小塚麻衣 コヅカマイ INABE

313 三重県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 伊藤愛々 イトウララ INABE

314 三重県 キッズ５・６年生の部　53㎏ 伊藤花菜 イトウハナ INABE

315 三重県 中学生の部　50㎏ 小塚菜々 コヅカナナ INABE

316 三重県 中学生の部　39㎏ 梅川紅果 ウメカワモナカ 一志ジュニア

317 三重県 中学生の部　42㎏ 吉田梨緒菜 ヨシダリオナ 一志ジュニア

318 三重県 中学生の部　50㎏ 渡邊ひさき ワタナベヒサキ 一志ジュニア

319 三重県 高校生の部　68㎏ 吉田千沙都 ヨシダチサト 一志

320 三重県 中学生の部　33㎏ 中西杏 ナカニシアン 桑名

321 三重県 中学生の部　39㎏ 榊原真貴 サカキハラマキ 松阪クラブ

322 三重県 高校生の部　50㎏ 弓矢紗希 ユミヤサキ いなべ総合

323 三重県 高校生の部　47㎏ 吉田七名海 ヨシダ　ナナミ 久居高校

324 三重県 高校生の部　47㎏ 川村百花 カワムラモモカ 四日市四郷

325 三重県 中学生の部　46㎏ 金山來実 カナヤマクルミ 四日市ジュニア

326 三重県 中学生の部　46㎏ 森愛華 モリマナカ 四日市ジュニア

327 三重県 高校生の部　53㎏ 柴田あおい シバタアオイ いなべ総合

328 三重県 高校生の部　68㎏ 伊藤渚 イトウナギサ いなべ総合

329 滋賀県 中学生の部　54㎏ 石山叶歩 イシヤマカナホ HINO

330 滋賀県 キッズ５・６年生の部　49㎏ 岸上蓮奈 キシガミレナ 栗東

331 滋賀県 中学生の部　50㎏ 岸上聖奈 キシガミセナ 栗東

332 京都府 キッズ５・６年生の部　+58㎏ 林美琉子 ハヤシ　ミルコ AMINO

333 京都府 高校生の部　47㎏ 升田夏実 マスダナツミ 京都海洋高校

334 京都府 高校生の部　53㎏ 西岡吟 ニシオカウタ 京都海洋高校

335 京都府 中学生の部　39㎏ 山田仁菜 ヤマダニナ 京都海洋

336 京都府 中学生の部　50㎏ 森本音羽 モリモトトワ 京都海洋

337 京都府 中学生の部　54㎏ 升田来実 マスダクルミ 京都海洋

338 京都府 中学生の部　58㎏ 西岡麦 ニシオカムギ 京都海洋

339 京都府 キッズ５・６年生の部　45㎏ 田島璃子 タジマリコ 京都八幡

340 京都府 中学生の部　50㎏ 由井詠葉 ユイウタハ 京都八幡

341 京都府 高校生の部　47㎏ 松田幸々 マツダ　ココ 丹後緑風

342 京都府 高校生の部　50㎏ 坂根海琉子 サカネ　ミルコ 丹後緑風

343 京都府 高校生の部　62㎏ 竹元紫凛 タケモト　シリン 丹後緑風

344 京都府 中学生の部　39㎏ 内田菜楓 ウチダ　サイカ 舞鶴

345 京都府 中学生の部　58㎏ 森脇花乃 モリワキ　ハナノ 舞鶴

346 京都府 中学生の部　62㎏ 内田柊花 ウチダ　シュウカ 舞鶴

347 京都府 キッズ５・６年生の部　45㎏ 竝川珠璃 ナミカワ シュリ 同志社ｸﾗﾌﾞ

348 京都府 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 中川夏希 ナカガワナツキ 同志社大学

349 大阪府 キッズ５・６年生の部　30㎏ 伊東詩心 イトウウミ 茨木ﾚｽﾘﾝｸﾞ

350 大阪府 キッズ５・６年生の部　49㎏ 棚田陽葵 タナダヒマリ 茨木ﾚｽﾘﾝｸﾞ
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351 大阪府 キッズ５・６年生の部　33㎏ 鸙野咲幸 ヒバリノサユキ エンジョイ

352 大阪府 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 長谷川姫花 ハセガワヒメカ 堺リベラル

353 大阪府 シニアの部(大学生を含む）　68㎏ 持永聖愛 モチナガセイア 堺リベラル

354 大阪府 シニアの部(大学生を含む）　72～76㎏ 髙巢菜々葉 タカスナナハ 堺リベラル

355 大阪府 中学生の部　62㎏ 雪本慈 ユキモトアズ 堺リベラル

356 大阪府 中学生の部　62㎏ 石井優奈 イシイユウナ 堺ジュニア

357 大阪府 キッズ５・６年生の部　24～28㎏ 小島明紗 コジマメイサ 吹田

358 大阪府 キッズ５・６年生の部　36㎏ 杉林羅夢 スギバヤシラム 吹田

359 大阪府 キッズ５・６年生の部　40㎏ 平田萌々美 ヒラタモモミ 吹田

360 大阪府 キッズ５・６年生の部　40㎏ 丹羽冴月 ニワサツキ 吹田

361 大阪府 キッズ５・６年生の部　45㎏ 眞鍋果歩 マナベカホ 吹田

362 大阪府 キッズ５・６年生の部　45㎏ 土井池望和 ドイケノワ 吹田

363 大阪府 中学生の部　39㎏ 小島怜紗 コジマレイサ 吹田

364 兵庫県 キッズ５・６年生の部　53㎏ 入江楓 イリエカエデ ＩＫＵＥＩ

365 兵庫県 高校生の部　47㎏ 小幡未羽 オバタミウ 芦屋学園

366 兵庫県 高校生の部　47㎏ 井本あいこ イモトアイコ 芦屋学園

367 兵庫県 高校生の部　47㎏ 矢野楓奈 ヤノフウナ 芦屋学園

368 兵庫県 高校生の部　50㎏ 河村小町 カワムラコマチ 芦屋学園

369 兵庫県 高校生の部　53㎏ 原田渚 ハラダナギサ 芦屋学園

370 兵庫県 高校生の部　53㎏ 池畑葉菜 イケハタハナ 芦屋学園

371 兵庫県 高校生の部　53㎏ 木宮静香 キミヤシズカ 芦屋学園

372 兵庫県 高校生の部　57㎏ 田島星里 タジマアカリ 芦屋学園

373 兵庫県 高校生の部　57㎏ 光谷真都 ミツタニシヅ 芦屋学園

374 兵庫県 高校生の部　62㎏ 池畑菜々 イケハタナナ 芦屋学園

375 兵庫県 高校生の部　62㎏ 松本千奈都 マツモトチナツ 芦屋学園

376 兵庫県 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 山田葵 ヤマダアオイ 芦屋学園

377 兵庫県 中学生の部　42㎏ 松本千柚稀 マツモトチユキ 芦屋学園

378 兵庫県 中学生の部　46㎏ 棚田紗雪 タナダ サユキ 芦屋学園

379 兵庫県 中学生の部　46㎏ 池畑笑菜 イケハタ エナ 芦屋学園

380 兵庫県 中学生の部　54㎏ 永冨琉衣 ナガトミルイ 芦屋学園

381 奈良県 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 上岡三桜 カミオカミオ 天理大学

382 奈良県 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 大谷彩歌 オオタニアヤカ 天理大学

383 奈良県 高校生の部　50㎏ 上岡七翠 カミオカナナミ 大和広陵

384 和歌山 キッズ５・６年生の部　24～28㎏ 岩橋心菜 イワハシ　ココナ WAKITA

385 和歌山 キッズ５・６年生の部　33㎏ 松下奈々 マツシタ　ナナ WAKITA

386 和歌山 キッズ５・６年生の部　36㎏ 酒井心和 サカイ　ココナ WAKITA

387 和歌山 キッズ５・６年生の部　45㎏ 田中彩心 タナカ　アヤミ WAKITA

388 鳥取県 高校生の部　50㎏ 山中こより ヤマナカコヨリ 倉吉総産

389 鳥取県 高校生の部　62㎏ 山﨑みゆき ヤマサキミユキ 倉吉総産
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390 鳥取県 高校生の部　53㎏ 木井あいら キイ　アイラ 鳥取中央育英高校

391 島根県 キッズ５・６年生の部　49㎏ 吾郷綺咲 アゴウ アヤサ 加茂BG

392 島根県 高校生の部　53㎏ 和泉さら イズミ サラ 隠岐島前

393 島根県 高校生の部　53㎏ 櫻井杏菜 サクライ アンナ 隠岐島前

394 島根県 高校生の部　57㎏ 澤谷ゆな サワタニ ユナ 隠岐島前

395 島根県 高校生の部　57㎏ 森脇久瑠美 モリワキ クルミ 隠岐島前

396 岡山県 高校生の部　47㎏ 小宮梨々華 コミヤリリカ 高松農業

397 岡山県 高校生の部　50㎏ 大樫心憂 オオガシミユウ 高松農業

398 岡山県 高校生の部　57㎏ 山縣七寧 ヤマガタナナネ 総社高校

399 岡山県 中学生の部　50㎏ 佐藤七菜香 サトウナナカ 高農クラブ

400 山口県 キッズ５・６年生の部　49㎏ 柴田さくらこ シバタ　サクラコ ﾌｧｲﾌﾞｽﾀｰ

401 山口県 中学生の部　62㎏ 竹元蘭羅 タケモト　ラアラ ﾌｧｲﾌﾞｽﾀｰ

402 山口県 高校生の部　50㎏ 来島彩華 キジマイロハ 山口鴻城

403 山口県 高校生の部　57㎏ 古谷莉音 フルヤリオン 山口鴻城

404 山口県 高校生の部　68㎏ 長野姫嘩 ナガノヒメカ 山口鴻城

405 山口県 高校生の部　50㎏ 植村桜弥 ウエムラサヤ 豊浦高校

406 山口県 キッズ５・６年生の部　40㎏ 我田みのり ワガタミノリ 大畠ﾚｽﾘﾝｸﾞ

407 山口県 中学生の部　46㎏ 中元彩愛 ナカモトアヤメ 大畠ﾚｽﾘﾝｸﾞ

408 山口県 中学生の部　50㎏ 前原亜梨沙 マエハラアリサ 大畠ﾚｽﾘﾝｸﾞ

409 山口県 中学生の部　54㎏ 佐藤千愛 サトウチカ 大畠ﾚｽﾘﾝｸﾞ

410 山口県 中学生の部　42㎏ 国重心 クニシゲ　シン 徳山

411 山口県 中学生の部　54㎏ 国重友 クニシゲ　ユウ 徳山

412 徳島県 高校生の部　47㎏ 阿佐李華 アサモモカ 池田高

413 徳島県 高校生の部　50㎏ 戸澤愛 トザワアイ 池田高

414 徳島県 高校生の部　53㎏ 金丸梨奈 カナマルリナ 池田高

415 香川県 高校生の部　50㎏ 漆原香心 ウルシハラカガミ 高松北

416 香川県 高校生の部　57㎏ 木村椛 キムラモミジ 高松北

417 香川県 高校生の部　57㎏ 山下叶夢 ヤマシタカノン 高松北

418 香川県 高校生の部　62㎏ 明石知花 アカシチカ 高松北

419 香川県 中学生の部　39㎏ 木村椿 キムラツバキ 高松北

420 香川県 中学生の部　73㎏ 木村允希愛 キムラマキア 高松北

421 香川県 高校生の部　74㎏ 中磯静香 ナカイソシズカ 高松クラブ

422 愛媛県 中学生の部　50㎏ 熊木真帆 クマキマホ 今工クラブ

423 愛媛県 中学生の部　62㎏ 谷川緋菜 タニガワニナ 今工クラブ

424 福岡県 高校生の部　53㎏ 内野二葉 ウチノ　フタバ 三井高校

425 福岡県 高校生の部　53㎏ 木村紅祢 キムラ　アカネ 三井高校

426 福岡県 高校生の部　53㎏ 新村風香 シンムラ　フウカ 三井高校

427 福岡県 高校生の部　57㎏ 内野葉流 ウチノ　ハル 三井高校

428 福岡県 高校生の部　57㎏ 平田琴音 ヒラタ　コトネ 三井高校
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429 福岡県 高校生の部　62㎏ 東佐和 ヒガシ　サワ 三井高校

430 福岡県 高校生の部　62㎏ 畠中李織 ハタナカ　イオリ 三井高校

431 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 磯江はるか イソエハルカ 福岡大学

432 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 櫻井菜々 サクライナナ 福岡大学

433 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　59㎏ 黒木美帆 クロキミホ 福岡大学

434 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 有澤寧々 アリサワネネ 福岡大学

435 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 村上寧音 ムラカミネネ 福岡大学

436 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 吉川かりん ヨシカワカリン 福岡大学

437 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　68㎏ 小林久美 コバヤシクミ 福岡大学

438 福岡県 シニアの部(大学生を含む）　72～76㎏ 前田鈴華 マエダスズカ 福岡大学

439 佐賀県 中学生の部　62㎏ 小柴ゆり コシバユリ 鳥栖レス

440 熊本県 中学生の部　46㎏ 小西瑠香 コニシルカ ﾀｲｶﾞｰｷｯｽﾞ

441 熊本県 高校生の部　57㎏ 大野若子 オオノワカコ 北稜高校

442 大分県 シニアの部(大学生を含む）　72～76㎏ 齋藤未来 サイトウ ミク 小田開発

443 大分県 シニアの部(大学生を含む）　53㎏ 真栄田美梨 マエダミリ NBU

444 大分県 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 友口怜奈 トモグチレイナ NBU

445 大分県 シニアの部(大学生を含む）　57㎏ 金城里音 キンジョウリオン NBU

446 大分県 シニアの部(大学生を含む）　62㎏ 八木千尋 ヤギチヒロ NBU

447 大分県 シニアの部(大学生を含む）　65㎏ 福井紀夏 フクイノリカ NBU

448 宮崎県 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 河野愛琳 カワノアイリ 南九州大学

449 宮崎県 シニアの部(大学生を含む）　44㎏～50㎏ 浜崎蘭 ハマサキラン 南九州大学

450 宮崎県 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 平戸紅葉 ヒラドクレハ 南九州大学

451 宮崎県 シニアの部(大学生を含む）　55㎏ 吉次未唯花 ヨシツグミイカ 南九州大学

452 鹿児島 中学生の部　73㎏ 吉村琴姫 ヨシムラコトメ SATSUMA

453 鹿児島 高校生の部　47㎏ 嘉納ひらり カノウヒラリ 樟南

454 鹿児島 高校生の部　50㎏ 枦木歩未 ハシノキアユミ 樟南


