
NO 階級 試合順 県名 選手名 試合結果 選手名 県名 備考　（決まり技）

1 60 1-2 岐阜 牟田　麗人 -　○ 辻岡　慶次 愛知 袖釣り込み腰

2 66 1-2 岐阜 堀畑　奎伍 -　○ 柿山　龍之介 愛知 内股すかし

3 73 1-2 岐阜 野原　慎二郎 -　○ 田中　大地 愛知 上四方固め

4 81 1-2 岐阜 中村　俊太 -　○ 田中　翔太 愛知 合わせ技

5 90 1-2 岐阜 松久　聖 -　○ 佐々木　健翔 愛知 合わせ技

6 100 1-2 岐阜 水田　桜介 -　○ 竹村　虎之 愛知 合わせ技

7 ＋100 1-2 岐阜 足立　　健 -　○ 森　　勇心 愛知 絞め技

8 48 2-4 愛知 稲垣　若菜 GS○- 宮本　ほの 三重 横四方固め

9 52 2-4 愛知 神谷　　鈴 -GS○ 大西　亜虹 三重 大外刈り

10 57 2-4 愛知 河端　　風 ○　　- 久保　初綺 三重 袖釣り込み腰

11 63 2-4 愛知 奥井　花奈 -　⊖ 森　　里砂 三重 返し技

12 70 2-4 愛知 澤崎　　凜 ○　　- 松田　 蘭 三重 背負い投げ

13 78 2-4 愛知 宮橋　　光 ○　　- 下田　舞愛 三重 上四方固め

14 ＋78 2-4 愛知 並木　あのん -　○ 上林山　未来 三重 反則負け

15 60 2-3 愛知 辻岡　慶次 ○　　- 加藤　遼馬 静岡 反則負け

16 66 2-3 愛知 柿山　龍之介 -　○ 根布長　聖生 静岡 大外刈り

17 73 2-3 愛知 田中　大地 ○　　- 白石　　諄 静岡 袖釣り込み腰

18 81 2-3 愛知 田中　翔太 ○　　- 柴田　蓮音 静岡 大内刈り

19 90 2-3 愛知 佐々木　健翔 ○　　- 矢﨑　洋介 静岡 大外刈り

20 100 2-3 愛知 竹村　虎之 ○　　- 植松　大郎 静岡 内股

21 ＋100 2-3 愛知 森　　勇心 GS○- 深井　大雅 静岡 返し技

第一試合場記録



NO 階級 試合順 県名 選手名 試合結果 選手名 県名 備考　（決まり技）

1 48 1-2 岐阜 市原　　遥 -　○ 稲垣　若菜 愛知 背負い投げ

2 52 1-2 岐阜 中村　愛子 -　⊖ 神谷　　鈴 愛知 小外刈り

3 57 1-2 岐阜 福井　柚夏 -　○ 河端　　風 愛知 一本背負い

4 63 1-2 岐阜 伊藤　くらら -　○ 奥井　花奈 愛知 大外刈り

5 70 1-2 岐阜 瀬古　花凜 -　○ 澤崎　　凜 愛知 合わせ技

6 78 1-2 岐阜 関根　希思 -　○ 宮橋　　光 愛知 合わせ技

7 ＋78 1-2 岐阜 井上　果音 -　○ 並木　あのん 愛知 合わせ技

8 60 2-4 愛知 辻岡　慶次 ○　　- 山科　雄也 三重 合わせ技

9 66 2-4 愛知 柿山　龍之介 ○　　- 羽田野　啓太 三重 袖釣り込み腰

10 73 2-4 愛知 田中　大地 ○　　- 中村　将大 三重 袖釣り込み腰

11 81 2-4 愛知 田中　翔太 -　○ 南　　夏貴 三重 合わせ技

12 90 2-4 愛知 佐々木　健翔 -　○ 新井　健太郎 三重 合わせ技

13 100 2-4 愛知 竹村　虎之 -　○ 上田　虎徹 三重 反則負け

14 ＋100 2-4 愛知 森　　勇心 -GS○ 山口　隆乃 三重 反則負け

15 48 2-3 愛知 稲垣　若菜 -GS○ 吉永　　繭 静岡 反則負け

16 52 2-3 愛知 神谷　　鈴 ○　　- 百田　久佳 静岡 支え釣り込み腰

17 57 2-3 愛知 河端　　風 -GS○ 袴田　佳名瑚 静岡 反則負け

18 63 2-3 愛知 奥井　花奈 ○　　- 橋口　英子 静岡 内股

19 70 2-3 愛知 澤崎　　凜 ○　　- 山本　　杏 静岡 反則負け

20 78 2-3 愛知 宮橋　　光 -　○ 高山　美憂 静岡 合わせ技

21 ＋78 2-3 愛知 並木　あのん -　○ 米川　明穂 静岡 内股

第二試合場記録



NO 階級 試合順 県名 選手名 試合結果 選手名 県名 備考　（決まり技）

1 60 3-4 静岡 加藤　遼馬 -　○ 山科　雄也 三重 袖釣り込み腰

2 66 3-4 静岡 根布長　聖生 -　⊖ 羽田野　啓太 三重 一本背負い

3 73 3-4 静岡 白石　　諄 -　⊖ 中村　将大 三重 大内刈り

4 81 3-4 静岡 柴田　蓮音 ○　　- 南　　夏貴 三重 合わせ技

5 90 3-4 静岡 矢﨑　洋介 -　○ 新井　健太郎 三重 合わせ技

6 100 3-4 静岡 植松　大郎 -　○ 上田　虎徹 三重 合わせ技

7 ＋100 3-4 静岡 深井　大雅 -　○ 山口　隆乃 三重 浮落

8 48 1-3 岐阜 市原　　遥 GS○- 吉永　　繭 静岡 小外刈り

9 52 1-3 岐阜 中村　愛子 -　⊖ 百田　久佳 静岡 内股すかし

10 57 1-3 岐阜 福井　柚夏 -　○ 袴田　佳名瑚 静岡 合わせ技

11 63 1-3 岐阜 伊藤　くらら -　○ 橋口　英子 静岡 合わせ技

12 70 1-3 岐阜 瀬古　花凜 -　○ 山本　　杏 静岡 背負い投げ

13 78 1-3 岐阜 関根　希思 -　○ 高山　美憂 静岡 合わせ技

14 ＋78 1-3 岐阜 井上　果音 -　○ 米川　明穂 静岡 内股

15 60 1-4 岐阜 牟田　麗人 -　○ 山科　雄也 三重 釣り込み腰

16 66 1-4 岐阜 堀畑　奎伍 -　○ 羽田野　啓太 三重 合わせ技

17 73 1-4 岐阜 野原　慎二郎 -　○ 中村　将大 三重 裏投げ

18 81 1-4 岐阜 中村　俊太 -　○ 南　　夏貴 三重 合わせ技

19 90 1-4 岐阜 松久　聖 -　○ 新井　健太郎 三重 合わせ技

20 100 1-4 岐阜 水田　桜介 -　○ 上田　虎徹 三重 小外刈り

21 ＋100 1-4 岐阜 足立　　健 -　○ 山口　隆乃 三重 合わせ技

第三試合場記録



NO 階級 試合順 県名 選手名 試合結果 選手名 県名 備考　（決まり技）

1 48 3-4 静岡 吉永　　繭 ⊖　- 宮本　ほの 三重 小内刈り

2 52 3-4 静岡 百田　久佳 -　⊖ 大西　亜虹 三重 小内刈り

3 57 3-4 静岡 袴田　佳名瑚 ○　　- 久保　初綺 三重 大外刈り

4 63 3-4 静岡 橋口　英子 -　○ 森　　里砂 三重 合わせ技

5 70 3-4 静岡 山本　　杏 ○　　- 松田　 蘭 三重 三角固め

6 78 3-4 静岡 高山　美憂 ○　　- 下田　舞愛 三重 小外掛け

7 ＋78 3-4 静岡 米川　明穂 ○　　- 上林山　未来 三重 反則負け

8 60 1-3 岐阜 牟田　麗人 -　○ 加藤　遼馬 静岡 合わせ技

9 66 1-3 岐阜 堀畑　奎伍 -　○ 根布長　聖生 静岡 大内刈り

10 73 1-3 岐阜 野原　慎二郎 -　○ 白石　　諄 静岡 合わせ技

11 81 1-3 岐阜 中村　俊太 -　○ 柴田　蓮音 静岡 合わせ技

12 90 1-3 岐阜 松久　聖 ⊖　- 矢﨑　洋介 静岡 内股

13 100 1-3 岐阜 水田　桜介 -　○ 植松　大郎 静岡 裏投げ

14＋100 1-3 岐阜 足立　　健 -　○ 深井　大雅 静岡 大内刈り

15 48 1-4 岐阜 市原　　遥 ○　　- 宮本　ほの 三重 内股

16 52 1-4 岐阜 中村　愛子 -　○ 大西　亜虹 三重 合わせ技

17 57 1-4 岐阜 福井　柚夏 GS○- 久保　初綺 三重 反則負け

18 63 1-4 岐阜 伊藤　くらら ○　　- 森　　里砂 三重 合わせ技

19 70 1-4 岐阜 瀬古　花凜 -　○ 松田　 蘭 三重 合わせ技

20 78 1-4 岐阜 関根　希思 ○　　- 下田　舞愛 三重 支えつり込み足

21 ＋78 1-4 岐阜 井上　果音 -　○ 上林山　未来 三重 大内刈り

第四試合場記録


