
平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子33回　女子30回） 女子48kg級

東京 国士舘大学 橘薗 舞 1 14 山﨑 珠美 山梨学院大学 関東

平成26年9月27-28日

日本武道館

龍谷大学 関西

東北 仙台大学 佐伯 真 3 16 蓬田　智佳 東海大学 東京

関東 筑波大学 饒平名 知子 2 15 濵田 早萌

東京 日本大学 都筑 真菜実 4 17 堤 さつき 淑徳大学 関東

中国四国 九州

北信越 高岡法科大学 会田 彩乃 6 19 岩井 美樹 朝日大学 東海

環太平洋大学 高野 美咲 5 18 松尾 美沙 福岡大学

関西 立命館大学 神山 結理 7 20 腰 文音 日本体育大学 東京

仙台大学 東北関東 山梨学院大学 納 杏奈 8 21 飯野 瑞貴

中国四国

九州 福岡大学 西 杏菜 10 23 名田 ちひろ 立命館大学 関西

北海道 北海道大学 芳賀 憩 9 22 杉本 祐海 環太平洋大学

筑波大学 関東東京 帝京大学 小山 亜利沙 13 26 藤原 実果

道都大学 北海道

東海 朝日大学 中江 菜々望 12 25 佐藤 友美 高岡法科大学 北信越

東北 仙台大学 渡辺 愛実 11 24 齋藤 美佳



平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子33回　女子30回） 女子52kg級
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義村 真由

関西

鹿屋体育大学 木山 楓 13 30 金子 洋花

東京 関西

中国四国

関東

仙台大学 鈴木 真佑 7 24 片岡 志乃 東海大学

20 塚田 紗矢

東京学芸大学 角田 夏実 1 18 田中 千暁 龍谷大学

北信越

東京

北海道

東海

日本体育大学 前田 祐実子 8 25 城之内 誌乃 道都大学

高松 静香

埼玉大学

帝京大学 玉木 聖子 12 29 田中 佐和 金沢学院大学

小松 柔 環太平洋大学

東京

35 髙沢 眞優 淑徳大学

23 秋山 侑里佳 高岡法科大学

龍谷大学 長野 七海 11 28 薬師神 桃子 仙台大学

早稲田大学 齋藤 裕里子 9 26 寒川 綾子 皇學館大学

淑徳大学 渡邊 真珠美

広島大学 各務 南 14 31 藤本 麻美 日本大学

国士舘大学 岡本 理帆 17 34

道都大学 植村 岬 15 32

鹿屋体育大学

山梨学院大学 柴田 紗希

環太平洋大学 甫木 実咲 4 21 佐々木 愛

黒木 美晴 環太平洋大学

天理大学 稲葉 梨沙 3

2 19

山梨学院大学

帝京大学

平成26年9月27-28日

日本武道館

東海 同朋大学 原 琴乃 16 33 林 佑香 天理大学 関西

北海道 中国四国

10 27 志々目 愛 帝京大学

九州看護福祉大学 6

金沢学院大学 川本 夏子

5 22 毛内 愛穂 仙台大学



平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子33回　女子30回） 女子57kg級
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山梨学院大学 月野 珠里 17 34 福島 清恵 道都大学 北海道

14 31 山口 亜佑美 帝京大学

環太平洋大学 廣木 あすか

東京

中国四国

北信越金沢学院大学 野村 ひかり 16 33 久堀 恭見 金沢学院大学

東京

東京

北海道

北信越

関西

関東

東海

関東

中国四国

東京

道都大学 田口 美紀 15 32 山河 茉莉 環太平洋大学

帝京大学 森 咲良

13 30 平松 優奈 中京大学

龍谷大学 原田 千賀子 12 29 古澤 茜 仙台大学

帝京科学大学 難波 実里 11 28 工藤 なるみ 帝京科学大学

仙台大学 工藤 千佳 10 27 西 梨里 福岡大学

朝日大学 水島 舞 9 26 出口 クリスタ 山梨学院大学

環太平洋大学 照木 栞 8 25 貝賀 和陽 九州看護福祉大学

龍谷大学 小野 彰子 7 24 柳井 望 東京学芸大学

仙台大学 伊藤 美麗 6 23 渡部 優花 環太平洋大学

帝京大学 渡邉 貴子 5 22 趙 睦熈 埼玉大学

愛知産業大学

九州

東京

日本体育大学 前田 瑞紀 3 20 藤村 美和 山梨学院大学

福岡教育大学 津本 春菜 2 19 北岡 京 龍谷大学

帝京大学

平成26年9月27-28日

日本武道館

関東

国士舘大学 柳楽 祐里 1 18 安田 梨乃

中国四国

関西

東京

東北

東海

関西

中国四国

東北

関東

東京

東京

山梨学院大学 鶴岡 来雪 4 21 近藤 悠梨香



関東

平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子33回　女子30回） 女子63kg級

関西 龍谷大学 西川 真帆 1 18 伊勢崎 詩乃 帝京科学大学 東京

淑徳大学 佐村 槙渉 2 19 坂井 友美 広島大学 中国四国

立命館大学 関西

中国四国 徳山大学 中尾 美紘 4 21 津金 恵 筑波大学 関東

東京 帝京大学 若林 果那 3 20 佐藤 美咲

道都大学 北海道

九州 九州共立大学 馬場 早苗 6 23 田山 稔絵 高岡法科大学 北信越

東京 国士舘大学 窪田 みゆき 5 22 石原 美咲希

日本大学 東京

東北 仙台大学 石毛 春奈 8 25 森 彩華 中京大学 東海

関東 筑波大学 能智 亜衣美 7 24 野田 亜海

金沢学院大学 北信越

中国四国 環太平洋大学 土井 雅子 10 27 上村 愛 山梨学院大学 関東

関東 山梨学院大学 佐野 賀世子 9 26 名村 友薫

龍谷大学 関西

関西 天理大学 大橋 里佳 12 29 髙森 友梨 帝京大学 東京

九州 福岡教育大学 田坂 冴 11 28 山田 美咲

32 伴 美弥子

環太平洋大学 中国四国

東北 仙台大学 志賀 真実 14 31 廣川 和音 名城大学 東海

東海 朝日大学 岩堀 友貴 13 30 橋本 幸歩

平成26年9月27-28日

日本武道館

福岡大学 九州北信越 金沢学院大学 坂井 彩花 17 34 肝付 知嘉香

慶應義塾大学 東京

東京 帝京科学大学 川岸 真綾 16 33 鈴木 伽奈 仙台大学 東北

北海道 旭川大学 伊藤 楓 15



平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子33回　女子30回） 女子70kg級

帝京大学 東京

九州 九州看護福祉大学 小出 蒔絵 14 28 古川 志帆 名城大学 東海

東京 国士舘大学 戸村 紀子 13 27 佐俣 優依

大阪体育大学 関西

北海道 旭川大学 吉岡 優里 12 26 宇野 友紀子 環太平洋大学 中国四国

関東 山梨学院大学 矢澤 紗瑛 11 25 清水 郁理

日本体育大学 東京

関西 大阪体育大学 岡部 由紀野 10 24 橋高 朱里 金沢学院大学 北信越

北信越 高岡法科大学 満田 美紀 9 23 森山 智恵

仙台大学 東北

中国四国 環太平洋大学 濵砂 香澄 8 22 喜多 真紀子 埼玉大学 関東

東海 同朋大学 中村 友美 7 21 小林 未奈

環太平洋大学 中国四国

九州 福岡大学 冨岡 早紀 6 20 西岡 樹里 九州看護福祉大学 九州

東北 仙台大学 市川 香代子 5 19 福嶋 千夏

18 綿貫 ゆかり 道都大学 北海道

関東 筑波大学 松延 祐里 3 17 吉澤 楓 天理大学 関西

東京 国士舘大学 小川 莉歩 4

平成26年9月27-28日

日本武道館

関東

北信越 金沢学院大学 谷内 美希 2 16 小向 桃江 国士舘大学 東京

中国四国 環太平洋大学 千葉 英里子 1 15 長内 香月 山梨学院大学



平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子33回　女子30回） 女子78kg級

同朋大学 東海

25 中村 彩花 近畿大学 関西

九州 九州看護福祉大学 沖 明日花 12 24 山本 ももこ

帝京大学 東京

中国四国 徳山大学 當間 樹 11 23 旭 明理 道都大学 北海道

東京 帝京大学 女良 いこま 10 22 赤嶺 麻佑

鹿屋体育大学 九州

関東 国際武道大学 川本 真緒 9 21 内村 莉里花 環太平洋大学 中国四国

東海 朝日大学 古川 恵海 8 20 堀 歩未

仙台大学 東北

関西 大阪体育大学 日髙 美沙希 7 19 西田 香穂 山梨学院大学 関東

東北 仙台大学 大枝 郁美 6 18 志賀 成美

立命館大学 関西

北信越 金沢学院大学 坂下 福満 5 17 上村 綾香 福岡大学 九州

関東 山梨学院大学 髙松 彩香 4 16 藤原 祐美

山梨学院大学 関東

北海道 道都大学 廣海 共美 3 15 太田 紗智璃 国士舘大学 東京

東京 日本大学 菊地 優貴乃 2 14 山中 満紀

平成26年9月27-28日

日本武道館

中国四国 環太平洋大学 梅木 真美 1 13 重永 聡美 広島大学 中国四国



小島 ひかる

九州共立大学 九州23 照喜名 あずさ

平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子33回　女子30回） 女子78kg超級

東海大学 東京

東海 愛知教育大学 山田 芽衣 11 22 橋本 朱未 淑徳大学 関東

関東 帝京平成大学 竹原 萌 10 21

平成国際大学 関東

北海道 道都大学 佐々木 美里 9 20 山本 沙羅 大阪体育大学 関西

北信越 高岡法科大学 深谷 由美 8 19 町田 博美

仙台大学 東北

東京 帝京大学 月波 光貴穂 7 18 棟方 叶 朝日大学 東海

関東 筑波大学 藤原 恵美 6 17 中村 優

道都大学 北海道

中国四国 環太平洋大学 荒巻 有可里 5 16 篠原 麻美 高岡法科大学 北信越

九州 九州看護福祉大学 松本 沙樹 4 15 齋藤 美香

環太平洋大学 中国四国

関西 立命館大学 小寺 恵子 3 14 渡部 紫織 帝京大学 東京

東京 日本大学 滝川 真央 2 13 森 まりや

平成26年9月27-28日

日本武道館

関東 山梨学院大学 井上 愛美 1 12 井坂 希望 山梨学院大学 関東


