
星城大学 東海
東京 帝京大学 金城有里 12

25 瀬古奈々香

帝京大学 東京
関西 近畿大学 藤井恵奈 11

24 浅岡美名 淑徳大学 関東

関東 淑徳大学 尾崎万琳 10

23 仲田奈央

環太平洋大学 中国四国
九州 福岡大学 松尾美沙 9

22 会田彩乃 高岡法科大学 北信越

北海道 星槎道都大学 白岩いつか 8

21 田崎ほのか

埼玉大学 関東
北信越 金沢学院大学 篠邨真希 7

20 上領悠月 早稲田大学 東京

中国四国 環太平洋大学 小倉葵 6

19 稲毛ゆか

鹿屋体育大学 九州
関東 山梨学院大学 藤山未来 5

18 黒崎美紅 環太平洋大学 中国四国

東京 立教大学 等々力瑛乃 4

17 松西夢紀

東海大学 東京
東海 名城大学 島村美咲 3

16 坂本なつみ 仙台大学 東北

14 田中芽生 龍谷大学 関西
東北 仙台大学 渡辺愛実 2

15 根本美希

平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子36回　女子33回） 女子48kg級

13 梅北眞衣 山梨学院大学 関東
関西 龍谷大学 有野涼 1



筑波大学 関東
中国四国 環太平洋大学 山本夏子 15

31 義村真由 鹿屋体育大学 九州

関東 山梨学院大学 柴田紗希 14
30 内尾真子

東京学芸大学 東京
北信越 金沢学院大学 柳海音 13

29 柳光真麻 金沢学院大学 北信越

北海道 星槎道都大学 玉手美紅 12
28 大村美葵

仙台大学 東北
東京 帝京大学 坂本野乃袈 11

27 杉本祐海 環太平洋大学 中国四国

東海 静岡産業大学 石川朋佳 10
26 笹原優希

帝京大学 東京
九州 鹿屋体育大学 村井美穂 9

25 窪井月穂 中京大学 東海

関西 姫路獨協大学 納庄秋甫 8
24 渡邉貴子

国士舘大学 東京
東京 東京学芸大学 中川原知波 7

23 藤巻涼風 星槎道都大学 北海道

九州 鹿屋体育大学 阪部りり子 6
22 萩野乃花

近畿大学 関西
関東 淑徳大学 岡本光理 5

21 米元菜未紀 環太平洋大学 中国四国

東北 仙台大学 白鳥遥子 4
20 神谷直

金沢学院大学 北信越
関西 龍谷大学 武田亮子 3

19 古瀬舞 帝京大学 東京

17 益子楓彩奈 山梨学院大学 関東
東京 帝京大学 福添みのり 2

18 高木実夏

平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子36回　女子33回） 女子52kg級

16 立川莉奈 福岡大学 九州
関東 山梨学院大学 米田愛理子 1



桐蔭横浜大学 関東

東海 皇學館大学 中村朱里 17 34 鈴木伽奈 仙台大学 東北

関西 龍谷大学 中内柚里 16 33 中山侑香

名城大学 東海

関東 山梨学院大学 枠谷菜々 15 32 山内美輝 環太平洋大学 中国四国

東京 帝京大学 栗田ひなの 14 31 古川華帆

国士舘大学 東京

北海道 星槎道都大学 福島清恵 13 30 竹内鈴 東海大学 東京

東京 日本大学 橋本海 12 29 松井恋

旭川大学 北海道

九州 福岡大学 中村愛理 11 28 村井惟衣 龍谷大学 関西

関東 淑徳大学 高沢眞冴 10 27 中島璃久

帝京大学 東京

東北 仙台大学 松尾光優 9 26 月野珠里 山梨学院大学 関東

関西 龍谷大学 黒木七都美 8 25 水鳥友稀

星槎道都大学 北海道

東京 日本体育大学 七野柚芽 7 24 村上咲良 福岡大学 九州

東北 仙台大学 細川信子 6 23 橘叶

環太平洋大学 中国四国

九州 福岡教育大学 渡部亜美 5 22 小松華 金沢学院大学 北信越

中国四国 環太平洋大学 小川寧々 4 21 北出みく

中京大学 東海

北信越 金沢学院大学 松下沙都 3 20 飯塚亜美 仙台大学 東北

東京 帝京大学 吉成沙也加 2 19 中島萌花

平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子36回　女子33回） 女子57kg級

関東 山梨学院大学 出口クリスタ 1 18 谷川美歩 山梨学院大学 関東



仙台大学 東北東京 帝京大学 工藤七海 16 32 巣山栞里

星槎道都大学 北海道

東海 至学館大学 富菜月 15 31 瀬戸口栞南 山梨学院大学 関東

九州 福岡工業大学 下條華蓮 14 30 齋藤美穂

同志社大学 関西

関西 龍谷大学 米澤夏帆 13 29 德田藍李 日本体育大学 東京

中国四国 徳山大学 中尾美紘 12 28 畠中理華子

鹿屋体育大学 九州

東京 帝京科学大学 宮宇地朱菜 11 27 萩野美咲 帝京大学 東京

東北 仙台大学 高橋仁美 10 26 飯野鈴々

龍谷大学 関西

関東 桐蔭横浜大学 嶺井美穂 9 25 土井雅子 環太平洋大学 中国四国

東京 東京学芸大学 鈴木くるみ 8 24 山田美咲

金沢学院大学 北信越

中国四国 環太平洋大学 三浦裕香理 7 23 飯田蒼生 東京学芸大学 東京

北信越 高岡法科大学 神林希衣 6 22 遠藤優衣

帝京科学大学 東京

関東 山梨学院大学 佐藤史織 5 21 栗原千尋 淑徳大学 関東

九州 鹿屋体育大学 塔本葵葉 4 20 幸田奈々

皇學館大学 東海

関東 国際武道大学 武居沙知 3 19 安枝香奈 環太平洋大学 中国四国

北海道 星槎道都大学 加藤早姫 2 18 浅井萌加

平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子36回　女子33回） 女子63kg級

東京 早稲田大学 渡邊聖未 1 17 能智亜衣美 筑波大学 関東



環太平洋大学 中国四国
関東 平成国際大学 大谷麻稀 16

33 福添そのか

中京大学 東海
北信越 金沢学院大学 春藤美和 15

32 牧田朱加 鹿屋体育大学 九州

関西 龍谷大学 小林幸奈 14

31 長嶋風音

武庫川女子大学 関西
東京 東海大学 多田隈玲菜 13

30 清水綾乃 立教大学 東京

東北 仙台大学 筒井志保 12

29 池本彩花

高岡法科大学 北信越
東京 国士舘大学 池絵梨菜 11

28 西村満利江 帝京大学 東京

東海 名古屋商科大学 村瀬有希 10

27 渡辺千尋

山梨学院大学 関東
関東 筑波大学 中江美裕 9

26 市川香代子 仙台大学 東北

北海道 星槎道都大学 杉村和加菜 8

25 新添左季

筑波大学 関東
中国四国 環太平洋大学 田中志歩 7

24 帯川優華 星槎道都大学 北海道

関西 立命館大学 松下夕紀 6

23 宮坂千優

東京学芸大学 東京
九州 福岡大学 岡史生 5

22 内野やや 福岡大学 九州

東北 仙台大学 佐藤怜 4

21 飯島彩加

東海大学 東京
関東 山梨学院大学 折木千晴 3

20 小林未奈 仙台大学 東北

18 橋高朱里 金沢学院大学 北信越
東海 名城大学 古川志帆 2

19 宮田真帆

平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子36回　女子33回） 女子70kg級

17 青柳麗美 環太平洋大学 中国四国
東京 帝京大学 佐俣優依 1



東京
旭川大学 小椋香澄 14

29 佐藤杏香 東海大学

九州
中国四国 環太平洋大学 福嶋千夏 13

28 嵯峨あきら 星槎道都大学 北海道
北海道

秋場麻優 環太平洋大学 中国四国
関東 淑徳大学 伊藤七海 12

27 上村綾香 福岡大学

25 禮堂加奈子 龍谷大学 関西
九州 鹿屋体育大学 堀歩未 11

26

北信越 高岡法科大学 紺野眞子 10

中京大学 東海
東京 帝京大学 石塚早稀 9

24 黒坂麻樹 金沢学院大学 北信越

関東 桐蔭横浜大学 山口凌歌 8

23 楠麻衣

金沢学院大学 北信越
東北 仙台大学 遠藤沙季 7

22 泉真生 山梨学院大学 関東

関西 立命館大学 堤下真里安 6

21 松田なみき

仙台大学 東北
東海 中京大学 野村沙矢 5

20 東加珠 大阪体育大学 関西

東京 帝京大学 坂口今日香 4

19 土佐真紀子

福岡工業大学 九州
北信越 金沢学院大学 清水美緒 3

18 井上智賀 淑徳大学 関東

16 女良いこま 帝京大学 東京
中国四国 環太平洋大学 友清あかり 2

17 楢原咲桜

平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子36回　女子33回） 女子78kg級

15 鈴木伊織 環太平洋大学 中国四国
関東 山梨学院大学 山中満紀 1



金沢学院大学 北信越
東海 皇學館大学 辻本愛里奈 10

21 渡辺心実

名城大学 東海
東京 国士舘大学 斉藤芽生 9

20 宮﨑さくら 近畿大学 関西

北海道 星槎道都大学 宮本このみ 8

19 大山美穂

環太平洋大学 中国四国
関東 筑波大学 粂田晴乃 7

18 蓮尾沙樹 山梨学院大学 関東

関西 龍谷大学 児島有紀 6

17 井上あかり

創価大学 東京
九州 鹿屋体育大学 桒原佑佳 5

16 佐藤美裕 早稲田大学 東京

東北 仙台大学 廣谷姫奈 4

15 岩佐遥

淑徳大学 関東
関東 山梨学院大学 岡田実咲 3

14 脇田麻誇 福岡大学 九州

12 齋藤美香 星槎道都大学 北海道
中国四国 環太平洋大学 荒巻有可里 2

13 井上舞子

平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会（男子36回　女子33回） 女子78kg超級

11 浜未悠 環太平洋大学 中国四国
東京 帝京大学 月波光貴穂 1


