
大学名 階級名 選手名
北海道地区 東京地区 東海地区 中四国地区
札幌大学 66kg級 原真冬 国士舘大学 81kg級 釘丸将太 皇学館大学 60kg級 大山諒真 東亜大学 60kg級 老野晃平
札幌大学 73kg級 大内田智 国士舘大学 81kg級 川端悠生 皇学館大学 60kg級 瀬古翔洋 徳山大学 90kg級 大島雅史
札幌大学 81kg級 西舘弘斗 国士舘大学 81kg級 船橋龍之介 皇学館大学 81kg級 太郎丸裕平 広島大学 60kg級 真鳥燦
札幌大学 90kg級 佐藤星 国士舘大学 100kg級 吉良儀城 皇学館大学 100kg級 牛丸了英 広島国際大学 81kg級 叶景介
道都大学 100kg級 高田大樹 順天堂大学 90kg級 松垣渓太 皇学館大学 100kg超級 井落竜大 岡山商科大学 66kg級 阿河虹希
道都大学 100kg超級 小澤悠貴 日本大学 66kg級 日野賢明 中京 81kg級 早川太啓 岡山商科大学 81kg級 神森拓馬
東北地区 日本大学 73kg級 福岡克仁 静岡産業大学90kg級 菊地諒 岡山商科大学 90kg級 時本勇治
仙台大学 90kg級 萩本恭輔 日本大学 73kg級 坂東篤 名城大学 66kg級 石崎流惟 岡山商科大学 100kg級 都築上志

東日本国際大学 73kg級 水越大貴 日本大学 90kg級 青木雅道 名城大学 73kg級 中川将嗣 岡山商科大学 100kg超級澤田将志
弘前大学 81kg級 齊藤恭敍 日本大学 100kg級 ダニエルディチェフ 名城大学 100kg超級 鬼頭弘宜 九州地区
北信越地区 日本大学 100kg超級 一色勇輝 関西地区 東海大学九州 100kg級 河野佑介
北陸大学 60kg級 谷内晴柾 明治大学 66kg級 水野隆介 関西大学 100kg級 荒木佳祐 福岡大学 66kg級 原田誠丈

金沢学院大学 90kg級 松原誠 明治大学 100kg級 川田修平 関西大学 100kg超級 澤井亮一 福岡大学 73kg級 末次啓資
金沢学院大学 100kg級 須田晃人 明治大学 100kg超級 田中源大 大阪体育大学60kg級 山口嗣也 鹿屋体育大学 90kg級 金本拓巳
新潟大学 66kg級 須藤優吾 明治大学 100kg超級 小川雄勢 近畿大学 73kg級 上山快仁 福岡教育大学 60kg級 福地翔磨

福井工業大学 73kg級 今川和政 東海大学 73kg級 吉田優平 近畿大学 81kg級 渋川大也
関東地区 東海大学 81kg級 藤岡将悟 近畿大学 81kg級 黄鐘成

関東学園大学 100kg級 大澤孝晃 帝京科学大学 66kg級 正木垂穂 近畿大学 90kg級 内藤竜生
山梨学院大学 60kg級 梅北亘 帝京科学大学 81kg級 山田知輝 近畿大学 90kg級 松井巧希
山梨学院大学 73kg級 神森拓海 帝京科学大学 81kg級 山口哲平 天理大学 66kg級 野村琢眞
山梨学院大学 73kg級 宍戸諒真 武蔵大学 81kg級 小林拓史 天理大学 66kg級 牧野壮一郎
山梨学院大学 81kg級 鎌田魁翔 國学院大学 60kg級 藤阪泰恒 天理大学 73kg級 渡部甲誠
清和大学 73kg級 秋元聖矢 國学院大学 90kg級 二見省吾 天理大学 81kg級 鳥居天凱

桐蔭横浜大学 60kg級 西野翔 早稲田大学 73kg級 伊藤悦輝 天理大学 81kg級 正木聖悟
桐蔭横浜大学 100kg級 大塚薫 創価 60kg級 中島雄大 天理大学 90kg級 白川剛章
筑波大学 60kg級 大島拓海 天理大学 100kg超級 古川裕熙
筑波大学 66kg級 田川兼三
筑波大学 81kg級 佐々木健志



地区 大学名 階級名 選手名

北海道地区 道都大学 57kg級 藤巻涼風

道都大学 63kg級 加藤早姫

道都大学 70kg級 杉村和加菜

道都大学 78kg超級 宮本このみ

東北地区 仙台大学 57kg級 松尾光優

仙台大学 57kg級 細川信子

仙台大学 63kg級 礒山茜

仙台大学 63kg級 今井南歩

東日本国際大学 70kg級 谷貝佳菜子

北信越地区 金沢学院大学 48kg級 篠邨真希

金沢学院大学 52kg級 柳光真麻

金沢学院大学 52kg級 柳海音

金沢学院大学 57kg級 松下沙都

金沢学院大学 63kg級 遠藤優衣

関東地区 淑徳大学 78kg超級 井上舞子

桐蔭横浜大学 78kg級 山口凌歌

平成国際大学 48kg級 神原つくし

山梨学院大学 57kg級 大和久友佳

山梨学院大学 63kg級 佐藤史織

山梨学院大学 70kg級 新添左季

山梨学院大学 78kg級 泉真生

山梨学院大学 78kg超級 蓮尾沙樹

東京地区 国士舘大学 52kg級 三島千賀子

国士舘大学 70kg級 池絵梨菜

帝京大学 63kg級 萩野美咲

東海大学 52kg級 野村華子

東海大学 70kg級 宮田真帆

東海大学 78kg級 佐藤杏香

東海大学 78kg超級 朝比奈沙羅

東京学芸大学 63kg級 鈴木くるみ

東京学芸大学 70kg級 飯島彩加

日本体育大学 57kg級 西村美玖

早稲田大学 63kg級 渡邊聖未

東海地区 中京大学 52kg級 窪井月穂

関西地区 姫路獨協大学 57kg級 納庄泉甫

龍谷大学 48kg級 田中芽生

龍谷大学 63kg級 米澤夏帆

中国四国地区 環太平洋大学 57kg級 小川寧々

環太平洋大学 78kg超級 井上あかり

九州地区 鹿屋体育大学 57kg級 上島千明

鹿屋体育大学 63kg級 飯野鈴々

鹿屋体育大学 70kg級 牧田朱加

鹿屋体育大学 78kg超級 桒原佑佳

福岡大学 52kg級 立川莉奈


