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無段の部 掛場　正浩 西東京市柔道会 米山　侑冶 日本工学院八王子専門学校 高部　真彰 陽心会館 亀之園有人 日本工学院八王子専門学校

初段の部 上村　拓也 多摩市柔道連盟 原田　大輝 日本大学第三高等学校 寒河江雄大 明星大学 勝又　輝貴 明星大学

弐段の部 齋藤　光秀 明星大学 高野　　幹 立川育成柔道会 奥山　昇吾 明星大学 福留　綾太 日本工学院八王子専門学校

参段の部 太田　一徹 立川柔道会 金子　翔太 日本工学院八王子専門学校 ※ ※ ※ ※

四段の部 杉井　豊宜 砂川道場 藤丸　伸一 西東京市柔道会 ※ ※ ※ ※

無段の部 小笠原恵子 西東京市柔道会 前澤　玲美 陽心会館 ※ ※ ※ ※

有段の部 倉部　綾子 多摩川柔道クラブ 前田　光月 日本大学第三高等学校 小林　菜夏 日本大学第三高等学校 奥田　　葵 日本大学第三高等学校

軽量の部 水村　獅子 青梅市柔道連盟 野本　勇進 羽村市柔道会 加藤　輪平 一道館田代道場 重松　遥磨 第七機動隊少年柔道部

重量の部 寺内　春喜 武蔵村山市柔道連盟 佐々木　豊 羽村市柔道会 宇野　玄輝 松前柔道塾 新井　大惺 多摩中央警察署少年柔道部

軽量の部 池田　理空 東村山市柔道連盟 平山　颯羅 青梅市柔道連盟 ※ ※ 小林　　仁 三鷹警察署少年柔道

重量の部 澤海　元輝 第七機動隊少年柔道部 中村　太雄 多摩中央警察署少年柔道部 大澤　　誉 静道館都築道場 野村　劉磨 武蔵村山市柔道連盟

軽量の部 蓑田　浩永 東村山柔道クラブ 齋藤　蒼甫 福生市柔道連盟 山村　響輝 あきる野市柔道連盟 荒木喜久次郎 東村山柔道クラブ

中量の部 三田　雄心 松前柔道塾 菊田　隆介 八王子警察署少年柔道会 大沼　　恋 青梅市柔道連盟 橋本　顕星 青梅市柔道連盟

重量の部 前田　爽汰 第七機動隊少年柔道部 城戸　豪大 第七機動隊少年柔道部 野田　弘也 第七機動隊少年柔道部 大岡　拓貴 東大和警察署少年柔道部

軽量の部 千種　珠右 八王子警察署少年柔道会 小山　雅也 青梅警察署少年柔道会 塚﨑　文也 八王子警察署少年柔道会 城丸　嘉則 三鷹警察署少年柔道

中量の部 佐藤　壮泰 松前柔道塾 石倉　孝介 西東京市柔道会 西岡　里季 八王子警察署少年柔道会 佐野　　守 稲城市柔道会

重量の部 真田　　駿 東村山柔道クラブ 西村　拓真 小金井警察署少年柔道部 小阪　昊生 高尾警察少年柔道部 藤原　陸矢 東大和警察署少年柔道部

小学３年 女子の部 岡本　唯花 八王子警察署少年柔道会 西村　柚姫 第七機動隊少年柔道部 ※ ※ ※ ※

女子軽量の部 児玉　未咲 東大和警察署少年柔道部 小田　夏凛 三鷹警察署少年柔道 赤池　諒子 多摩中央警察署少年柔道部 瀬尾　和花 多摩川柔道クラブ

女子重量の部 富田桃百佳 あきる野柔道クラブ 安次嶺ありす 松前柔道塾 横溝　采春 町田警察署少年柔道部 本川　美沙 調布市柔道連盟

小学５年 女子の部 北島　侑紗 川野柔道塾 池内　　結 池内道場 黒田　真央 南大沢警察署少年柔道 斎藤　小春 第七機動隊少年柔道部

女子軽量の部 小林　聡美 西東京市柔道会 野本　朱夏 羽村市柔道会 池野　　華 立川育成柔道会 中村真理江 田無警察署少年柔道部

女子重量の部 森野　千春 松前柔道塾 本川　瑠菜 八王子警察署少年柔道会 橋爪　　愛 青梅市柔道連盟 篠崎　夏音 町田警察署少年柔道部

軽量の部 原　　完吉 松前柔道塾 桑原　涼輔 武蔵村山市柔道連盟 松本　碧生 小平柔道会 桒原　勇海 あきる野市柔道連盟

重量の部 西野　賢惺 川野柔道塾 小柳　丈生 八王子警察署少年柔道会 田中　宏樹 一道館田代道場 越田　俊介 調布市柔道連盟

軽量の部 塚﨑錬太郎 八王子警察署少年柔道会 久保川椋生 一道館田代道場 小嶋　武蔵 川野柔道塾 眞城　晴斗 松前柔道塾

重量の部 下田　幸輝 武蔵村山市柔道連盟 野村　泰雅 武蔵村山市柔道連盟 野崎　　蓮 武蔵村山市柔道連盟 多賀　陽喜 武蔵村山市柔道連盟

軽量の部 竹内　碧斗 あきる野市柔道連盟 榮　　真智 帝京八王子中学校 小野　亮太 あきる野柔道クラブ 黒木　櫻太 あきる野柔道クラブ

重量の部 杉山　琢飛 武蔵村山市柔道連盟 澤　　歩夢 小平柔道会 串田　晃市 帝京八王子中学校 榎本　雄悟 三多摩柔道会

女子軽量の部 杉本　佳奈 松前柔道塾 花森　未奈 松前柔道塾 萩原　実波 松前柔道塾 中村　莉子 松前柔道塾

女子重量の部 南雲加奈恵 日野第一中学校 鈴木　世楽 松前柔道塾 ※ ※ ※ ※
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