
駒澤大学 鵜澤七美 11 22 畑井菜奈 帝京科学大学

日本大学

東京女子体育大学 海口みなみ 10 21 中園紗希 創価大学

8 19 上領悠月 早稲田大学

東海大学 服部楓子 9 20 宮崎志保

帝京大学 金城有里 7 18 古屋柊華 東京女子体育大学

東京学芸大学 湯町彩乃

16 中村柚香 東洋大学

日本大学 都筑真菜実 6 17 安達沙緒里 東海大学

創価大学 福居みなみ 4 15 伊藤明日香 国士舘大学

日本体育大学 畠ゆい 5

日本大学 西山菜月 3 14 中村玲菜 東京女子体育大学

帝京科学大学 今井美歩 2 13 光永采世 帝京大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 女子48kg級 【代表 4名】

国士舘大学 岡本理帆 1 12 小原美乃梨 東海大学



⑤の敗者 ⑥の敗者

代表決定戦

①の敗者
代表決定戦

代表3

③の敗者
⑤ ⑥

②の敗者 ④の敗者

早稲田大学 斉藤裕里子 16 32 日高美春 創価大学

東京有明医療大学 菅間杏華 15 31 野村華子 東海大学

13 29 鷲崎風歌 帝京科学大学

日本体育大学 戸梶令理 14 30 吉田安奈 国士舘大学

東京学芸大学 伊澤星花 12 28 塚越琴美 日本体育大学

② ④

帝京大学 福添みのり

日本大学 松本珠莉 11 27 郡司風花 帝京大学

国士舘大学 三島千賀子 10 26 千代紗菜 帝京科学大学

帝京科学大学 森田花菜 9 25 飯塚貴恵 東京学芸大学

帝京科学大学 須藤美希 8 24 糸久あかり 東京有明医療大学

東海大学 本野美樹 7 23 三箇菜月 日本体育大学

5 21 大村美葵 東京学芸大学

慶應義塾大学 高尾櫻子 6 22 池田楓 東海大学

立教大学 市場玲衣 4 20 等々力瑛乃 立教大学

① ③

創価大学 長屋春菜

日本大学 高橋百合子 3 19 杉原加奈 日本大学

東京学芸大学 田北明日香 2 18 伊藤ななせ 国士舘大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 女子52kg級 【代表7名】

帝京大学 渡邉貴子 1 17 中村くるみ 帝京科学大学



⑤の敗者 ⑥の敗者

①の敗者
代表決定戦

代表3

③の敗者
⑤ ⑥

②の敗者 ④の敗者

立正大学 佐藤志乃 17 34 鎌倉萌 二松学舎大学

日本文化大学 渡部愛 16 33 酒井千晶 帝京科学大学

東京学芸大学 近浦紗樹 15 32 鈴木なつき 日本大学

13 30 倉部綾子 日本体育大学

創価大学 熊谷日加里 14 31 則武有希子 創価大学

帝京大学 栗田ひなの 12 29 千葉未来 東海大学
➁ ➃

日本体育大学 蓮沼萌

日本大学 勅使河原有紀 11 28 吉成沙也加 帝京大学

国士舘大学 川本優 10 27 山本杏 国士舘大学

日本体育大学 七野柚芽 9 26 柳井望 東京学芸大学

日本大学 橋本海 8 25 高尾ひかり 日本文化大学

創価大学 村田ななみ 7 24 小林由依 帝京大学

5 22 西村美玖 日本体育大学

東海大学 竹内鈴 6 23 松井恋 国士舘大学

東京女子体育大学 奥田菜々 4 21 前原良美 東京女子体育大学

➀ ➂

日本体育大学 田中若菜

国士舘大学 萩野乃花 3 20 竹下千秋 東京学芸大学

東京学芸大学 髙野綺海 2 19 黒田千博 創価大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 女子57kg級 【代表7名】

帝京科学大学 西尾直子 1 18 矢北楓 日本大学



⑤の敗者 ⑥の敗者

①の敗者
代表決定戦

代表3

③の敗者

⑤ ⑥

②の敗者 ④の敗者

33 松岡優子 早稲田大学

帝京科学大学 幸田奈々 16 32 矢部瑞希 創価大学

日本体育大学 藤井古都里 15 31 齋藤郁 日本大学

13 29 伊勢崎詩乃 帝京科学大学

東京学芸大学 飯田蒼生 14 30 河野夏美 日本体育大学

創価大学 蟹江和美 12 28 鈴木くるみ 東京学芸大学

② ④

東海大学 多田隈玲奈

帝京大学 萩野美咲 11 27 丸山千紘 東京女子体育大学

慶應義塾大学 伴美弥子 10 26 坂谷千里 帝京大学

国士舘大学 石塚やよい 9 25 千葉紗希 国士舘大学

川嶋希 8 24 甲斐春梨 東海大学

帝京科学大学

国士舘大学 戸村紀子 7 23 八高愛海 大東文化大学

日本大学

黒羽桃子 5 21 斉藤百湖 国士舘大学

東京有明医療大学 大野田莉奈 6 22 宮宇地朱菜

大東文化大学 沼田実和子 4 20 原琳々子 東京有明医療大学

① ③

東京女子体育大学

日本体育大学 本郷安季 3 19 野田夏海 日本大学

日本文化大学 犬伏菜月 2 18 根本彩乃 東京女子体育大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 女子63kg級 【代表 7名】

帝京大学 松本千奈津 1 17 小向桃江 国士舘大学



③の敗者

②の敗者 ④の敗者

代表決定戦

代表1名
①の敗者

23 岩佐碧 創価大学

大東文化大学 松井里瑳 11 22 佐々木碧衣 早稲田大学

帝京科学大学 西願寺保乃加 10 21 森麗菜 東海大学

東京学芸大学

早稲田大学 小野華菜恵 9 ➃ 20 齋藤優花 日本体育大学

武蔵大学 石﨑和湖 8 ➁ 19 小室恵理花

帝京大学 岡本希望 7 18 森田智子 帝京科学大学

東京学芸大学 飯島彩加 6 17 小銭郁江 東京有明医療大学

東海大学 宮田真帆 5 16 古川稜子 帝京大学

池田ひとみ 桜美林大学

早稲田大学 滝澤美咲 4 15 橋間叶 帝京科学大学

東京女子体育大学 飯嶋華奈 3 ➀ ➂ 14

東京学芸大学 吉本朝香 2 13 河内雪乃 東海大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 女子70kg級 【代表5名】

帝京科学大学 商瑠羽 1 12 梅津美保 日本大学



15 坂下来未 東京女子体育大学

日本大学 菊池優貴乃 7 14 佐藤杏香 東海大学

12 髙久実夢 東京学芸大学

日本文化大学 内藤玲央菜 6 13 女良いこま 帝京大学

東京学芸大学 島袋玲海 4 11 堀ノ内芙見子 日本文化大学

立正大学 勝俣宏香 5

国士舘大学 新垣さつき 3 10 山内真子 東京学芸大学

帝京科学大学 浅野蘭 2 9 太田怜那 日本体育大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 女子78kg級 【代表4名】

東海大学 西田未来 1 8 小林真実子 早稲田大学



①の敗者 ②の敗者

代表決定戦

代表1名

帝京科学大学 荒谷莉佳子 6 12 小島ひかる 東海大学

帝京大学 梅本旺奈 5 11 坂口今日香 帝京大学

斉藤芽生 国士舘大学

国士舘大学 畑村愛恵 4 10 岩佐遥 創価大学

早稲田大学 佐藤美裕 3 ① ② 9

東洋大学 加藤亜衣 2 8 柴野亜美 日本大学

平成28年度東京学生柔道体重別選手権大会（男子35回　女子32回） 女子78㎏超級【代表3名】

日本大学 滝川真央 1 7 月波光貴穂 帝京大学


