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男子　60kg級

男子　66kg級

男子　73kg級

（ 岡山県作陽高等学校 ）

（

西畑 夢翔 (鳥取2) ［倉吉北高等学校］

柿木 雄翔 (島根2) ［開星高等学校］

和田 朗軌 (山口1) ［周南公立大学］

南波 大成 (岡山1) ［岡山商科大学］

兼藤 栄大 (広島1) ［崇徳高等学校］

（ 崇徳高等学校 ）矢野 海里 (山口2) ［東亜大学］ 第３位

（ 近畿大学附属広島高等学校福山校 ）中田 翔 (広島2) ［近畿大学附属広島高等学校福山校］ 第３位

兼藤 栄大

中田 翔

）

岩﨑 巧 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］ 第２位 （ 岡山商科大学 ）

第１位 （ 岡山商科大学

三谷 竹流 (島根1) ［益田東高等学校］

山田 智志 (岡山2) ［岡山商科大学］ 南波 大成

山田 智志

岩井 拳心 (広島2) ［崇徳高等学校］

伊藤 駿也 (鳥取2) ［倉吉農業高等学校］

川口 大輝 (山口1) ［高川学園高等学校］

橋 直希 (岡山1) ［岡山商科大学］

畝本 伊吹 (島根1) ［開星高等学校］

）深谷 宗大 (山口2) ［周南公立大学］ 第３位 岩井 拳心

林 海佑

橋 直希

小平 仁

（ 岡山商科大学

小平 仁 (島根2) ［出雲西高等学校］ 第３位

崇徳高等学校

林 海佑 (岡山2) ［岡山県作陽高等学校］ ）

大西 達也 (岡山2) ［岡山商科大学］

熱田 雄大 (島根2) ［平田高等学校］

田中 虎之介 (広島1) ［崇徳高等学校］ 第２位 （ 出雲西高等学校 ）

第１位

岡山商科大学 ）

第２位

（ 倉吉北高等学校 ）第３位

小倉 元輝

村上 慶汰

山岡 弘昌

［広島国際大学］

(山口2) ［東亜大学］

篠村 颯馬 (鳥取2) ［倉吉農業高等学校］

）

田窪 剛共 (島根1) ［開星高等学校］

松本 龍昇 (広島2)

（ 周南公立大学

（ 開星高等学校

）

第１位 田窪 剛共

第３位 （安藤 祐真

村上 慶汰 (岡山1) ［岡山商科大学］

小倉 元輝 (山口1) ［周南公立大学］

後藤 颯太 (広島1) ［広島大学］

山岡 弘昌 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］

山下 京介 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］



欠場

欠場

欠場

欠場

欠場

　

欠場

宮本 颯大 (広島2) ［崇徳高等学校］

田崎 伊吹 (島根2) ［出雲西高等学校］

男子　81kg級

男子　90kg級

男子　100kg級

髙橋 翔 (岡山1) ［岡山県作陽高等学校］

［周南公立大学］大場 的 (山口1)

）周南公立大学

（ 崇徳高等学校 ）bye (鳥取2) #N/A 第３位

工藤 瑠希 (岡山2) ［岡山県作陽高等学校］ 第３位 （

高原 健伸

大場 的

［倉吉北高等学校］米澤 虎太廊 (鳥取1)

中前 元 (島根1) ［平田高等学校］ 第２位 髙橋 翔 （ 岡山県作陽高等学校 ）

第１位 （ 岡山県作陽高等学校

高原 健伸 (広島1) ［崇徳高等学校］

曽根 海千 (山口2) ［高川学園高等学校］

男子　100kg超級

）工藤 瑠希

舩木 逸希 (島根2) ［出雲西高等学校］

高山 雄揮 (岡山2) ［岡山商科大学］

阿河 大和 (広島1) ［崇徳高等学校］

新名 一貴 (鳥取1) ［倉吉農業高校］

内田 晃誠 (山口1) ［高川学園高等学校］

（ 高川学園高等学校 ）石田 智哉 (広島2) ［広島工業大学高等学校］ 第３位

（ 崇徳高等学校 ）中川 宗一郎 (山口2) ［高川学園高等学校］ 第３位

中川 宗一郎

阿河 大和

）

井野川 幹太 (島根1) ［開星高等学校］ 第２位 （ 高川学園高等学校 ）

第１位 （ 岡山県作陽高等学校西村 夢人

内田 晃誠

西村 夢人 (岡山1) ［岡山県作陽高等学校］

髙橋 優輝 (鳥取2) ［倉吉北高等学校］

近藤 侑生希 (岡山2) ［岡山県作陽高等学校］

三明 允 (山口2) ［東亜大学］

木村 春輝 (島根1) ［開星高等学校］

田中 竜之介 (広島1) ［崇徳高等学校］

山口 永吉 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］

（ 岡山県作陽高等学校 ）田添 和海 (島根2) ［開星高等学校］ 第３位

（ 岡山商科大学 ）西原 旺祐 (鳥取2) ［鳥取東高等学校］ 第３位

近藤 侑生希

和田 勇虎

）

和田 勇虎 (岡山1) ［岡山商科大学］ 第２位 （ 高川学園高等学校 ）

第１位 （ 崇徳高等学校田中 竜之介

嶧田 遼太郎

嶧田 遼太郎 (山口1) ［高川学園高等学校］

村上 雅紀 (広島2) ［崇徳高等学校］

泉 三慈 (山口2) ［高川学園高等学校］

中野 翔太 (岡山2) ［岡山商科大学］

村田 萌 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］

南波 魁 (島根1) ［開星高等学校］

髙橋 勇人 (広島1) ［崇徳高等学校］

（ 崇徳高等学校 ）山本 永吉 (鳥取2) ［倉吉北高等学校］ 第３位

（ #N/A ）奥田 泰地 (広島2) ［崇徳高等学校］ 第３位

髙橋 勇人

0

（ 崇徳高等学校 ）森崎 佑大 (島根2) ［開星高等学校］ 第１位

（ 開星高等学校 ）三浦 大樹 (山口1) ［周南公立大学］ 第２位

奥田 泰地

南波 魁

小西 雄大 (岡山1) ［岡山商科大学］
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山口 弘衣 (岡山1) ［環太平洋大学］

川口 黎 (広島2) ［広島県立広島皆実高等学校］

）

第１位 創志学園高校

小寺 海璃 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］ 山口 弘衣

高田 穂乃佳 （ ）

（ ）

第２位

田中 陽奈 (山口1) ［高川学園高等学校］

環太平洋大学

東亜大学

（

田口 舞桜

）

石﨑 日和 (島根1) ［出雲西高等学校］

堀田 梨花 (広島1) ［広島県立広島皆実高等学校］

比嘉 マリア (山口2) ［東亜大学］ 第４位 （ 出雲西高等学校

(島根2)

高田 穂乃佳 (岡山2) ［創志学園高校］

福田 凌菜 (鳥取2) ［八頭高等学校］

）

佐蔵 美咲 (鳥取1) ［八頭高等学校］ 第２位 （ ）

第１位 （ 環太平洋大学

創志学園高校

中村 海結 (山口1) ［高川学園高等学校］

福本 彩乃 (広島2) ［広島県立広島皆実高等学校］

）半田 百花 (岡山2) ［創志学園高校］ 第３位 周南公立大学

高川学園高等学校

落合 倖 (広島1) ［広島市立沼田高等学校］

西林 佑季子 (島根1) ［明誠高等学校］

引野 仁絵 (島根2) ［出雲西高等学校］

野上 莉来奈 (岡山1) ［環太平洋大学］

（

今岡 そら (広島1) ［広島県立広島皆実高等学校］

池原 萌子

西村 凜 (鳥取2) ［倉吉北高等学校］

相川 彩 (山口2) ［周南公立大学］

）

第１位

伊藤 くらら (岡山2) ［環太平洋大学］ 第３位 （ ）

(鳥取2) ［八頭高等学校］ ）

尾畑 はるか (山口1) ［高川学園高等学校］ 第２位 （

環太平洋大学

出雲西高等学校

創志学園高校荒川 清楓

）

荒川 清楓 (岡山1) ［創志学園高校］

楠木 かれん (鳥取1) ［倉吉北高等学校］

福田 さくら (島根2) ［平田高等学校］ 第４位 （ 広島県立広島皆実高等学校今岡 そら

新谷 真央 (広島2) ［広島市立沼田高等学校］

松本 登羽 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］

小幡 心里 (島根1) ［出雲西高等学校］

笹尾 りょう (山口2) ［西京高等学校］

）

濵重 愛華 (山口1) ［高川学園高等学校］ 第２位 （ ）

下野 結 (島根2) ［明誠高等学校］ 第１位 （

城 美月

広陵高等学校

広島県立広島皆実高等学校

中川 心路

）

三明 栞乃音 (岡山2) ［創志学園高校］ 第４位 （ ）

中川 心路 (広島2) ［広陵高等学校］ 第３位 （山口 紗奈

下野 結

環太平洋大学

明誠高等学校

山口 紗奈 (岡山1) ［環太平洋大学］

高田 椿 (山口2) ［東亜大学］

城 美月 (広島1) ［広島県立広島皆実高等学校］

中島 千波 (島根1) ［平田高等学校］

横野 佳奈 (鳥取2) ［八頭高等学校］

女子　48kg級

女子　52kg級

女子　57kg級

（ ）

（

女子　63kg級

［出雲西高等学校］ 比嘉 マリア

石﨑 日和

野上 莉来奈

半田 百花

相川 彩

中村 海結

伊藤 くらら

小幡 心里

3位決定戦

比嘉 マリア ［東亜大学］

石﨑 日和 ［出雲西高等学校］

3位決定戦

中村 海結 ［高川学園高等学校］

第３位

第４位

相川 彩 ［周南公立大学］

3位決定戦

今岡 そら ［広島県立広島皆実高等学校］

荒川 清楓 ［創志学園高校］

3位決定戦

下野 結 ［明誠高等学校］
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山口 紗奈 ［環太平洋大学］
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奥谷 星来 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］

坂本 華蓮 (広島2) ［広島県立広島皆実高等学校］ ）

井上 七海 (島根1) ［明誠高等学校］ 第２位 （ ）

第１位 （川嶋 海来

井上 七海

環太平洋大学

明誠高等学校

）

杉山 璃奈 (山口2) ［高川学園高等学校］ 第４位 （ ）

小野 友歌 (岡山2) ［創志学園高等学校］ 第３位 （高瀬 凜

坂本 華蓮

東亜大学

広島県立広島皆実高等学校

高瀬 凜 (山口1) ［東亜大学］

松岡 芹奈 (島根2) ［明誠高等学校］

川嶋 海来 (岡山1) ［環太平洋大学］

本田 万智 (広島1) ［広島県立広島皆実高等学校］

杉野 美涼 (鳥取1) ［倉吉北高等学校］

浦井 菜々子 (岡山2) ［創志学園高等学校］

渡辺 心翔 (鳥取2) ［米子工業高校］

）

佐々木 梨花 (山口1) ［西京高等学校］ 第２位 （ ）

第１位 （佐々木 梨花

松永 聖海

西京高等学校

環太平洋大学

）

石原 歩美 (島根2) ［出雲西高等学校］ 第４位 （ ）

竹本 朱李 (広島2) ［広島国際大学］ 第３位 （浦井 菜々子

高橋 美鈴

創志学園高等学校

東亜大学

内田 柚菜 (島根1) ［明誠高等学校］

高橋 美鈴 (山口2) ［東亜大学］

坂本 瑞季 (広島1) ［広島市立沼田高等学校］

松永 聖海 (岡山1) ［環太平洋大学］

中土井 沙衣 (広島1) ［広島県立広島皆実高等学校］

森 未来 (島根2) ［出雲西高等学校］

女子　78kg超級

中野 咲羅 (鳥取2) ［鳥取東高等学校］

）

椋木 美希 (岡山1) ［環太平洋大学］ 第２位 （ ）

第１位 （椋木 美希

髙山 紗楓

環太平洋大学

環太平洋大学

）bye (鳥取2) #N/A 第４位 （

峯 叶夢 (山口2) ［西京高等学校］ 第３位 （菅本 綾乃

中土井 沙衣

高川学園中学校

広島県立広島皆実高等学校

河本 夏萌 (広島2) ［広陵高等学校］

髙山 紗楓 (岡山2) ［環太平洋大学］

女子　70kg級

女子　78kg級

小林 楓 (鳥取1) ［八頭高等学校］

［高川学園中学校］菅本 綾乃 (山口1)

［明誠高等学校］島田 永遠

）

(島根1)

浦井 菜々子 ［創志学園高等学校］

高橋 美鈴 ［東亜大学］

3位決定戦

中土井 沙衣 ［広島県立広島皆実高等学校］

菅本 綾乃 ［高川学園中学校］

3位決定戦

坂本 華蓮 ［広島県立広島皆実高等学校］

高瀬 凜 ［東亜大学］

3位決定戦


