
男子
学年 階級 優勝 準優勝 第３位 第３位

軽量級 入澤 純輝 石井 吟平 長谷川 慧 井浦 信
団体名 （城南柔道） （邑楽町柔道） （塚沢柔道） （新治柔道）
中量級 大橋 龍 櫻井 駿 周藤 史穏 塩谷 颯大
団体名 （草津町柔道） （塚沢柔道） （新田柔道） （境柔道）
重量級 長谷川 環 島原 翔哉 青木 胡汰郎 佐藤 雄斗
団体名 （新治柔道） （塚沢柔道） （堤ヶ岡柔道） （伊勢崎東柔道）
軽量級 関口 環 阿部 魁士 神田 惇英 西岡テツヤ
団体名 （榛名柔道） （城南柔道） （草津町柔道） （太田南柔道）
軽中量級 千葉 真輝 森村 壮太 橋本 和志 吉原 大翔
団体名 （玉村錦野柔道） （伊勢崎柔道） （伊勢崎柔道） （新治柔道）
中量級 野口 慶汰 南澤 秀行 岡村 朋輝 茂木 大和
団体名 （榛名柔道） （伊勢崎宮郷柔道） （榛東村柔道） （富岡柔道）
軽重量級 新井 俊樹 池田 航太郎 牛久保 豪 伊丹 大晟
団体名 （新田柔道） （みさと柔道） （伊勢崎柔道） （境柔道）
重量級 増澤 唯斗 内田 龍志 村田 大起 竹吉 一樹
団体名 （太田中央柔道） （塚沢柔道） （塚沢柔道） （前橋柔道）
軽量級 冨岡 颯大 高木 空 轟 竜次 小川 雄也
団体名 （塚沢柔道） （みさと柔道） （境柔道） （太田東柔道）
軽中量級 本多 夏葵 岩森 大翔 島野 岳 和田 直輝
団体名 （草津町柔道） （桐生柔道） （新里柔道） （塚沢柔道）
中量級 武井 佑磨 射羽 陸 瀧澤 恵輔 金子 秦玄
団体名 （みさと柔道） （みさと柔道） （塚沢柔道） （大胡柔道）
軽重量級 金子 堅斗 野上 椋太 松田 大和 中里恭之介
団体名 （大胡柔道） （高山村柔道） （堤ヶ岡柔道） （塚沢柔道）
重量級 大川 直斗 君田 浩気 横山竜之介 田村 幹樹
団体名 （大胡柔道） （昭和柔道） （高崎市石原柔道） （久方柔道）
軽量級 河合 和幸 塩野 廉 吉原 優大 酒巻 映汰
団体名 （水上柔道） （水上柔道） （新治柔道） （富岡中央柔道）
軽中量級 斉藤 匤亮 狩野 楽斗 新木 恒介 石関 光基
団体名 （大胡柔道） （前橋北柔道） （境柔道） （下仁田柔道）
中量級 菅野 智也 朝倉ジョージ 谷口ジュニオル 青木龍之介
団体名 （新田柔道） （草津町柔道） （太田南柔道） （大胡柔道）
軽重量級 田村 啓輔 相澤 海斗 佐藤 颯 川田 一心
団体名 （みさと柔道） （太田中央柔道） （下仁田柔道） （赤堀柔道）
重量級 丸山 和隼 蟻川 新 深澤 昂太 戸谷優士朗
団体名 （前橋柔道） （子持柔道） （富岡柔道） （新田柔道）
軽量級 馬場 皓敬 須藤 滉平 轟 竜太 武藤 遼太
団体名 （太田南柔道） （新治柔道） （境柔道） （榛名柔道）
軽中量級 金子 龍玄 武井 君仁 大橋 嵐 齋藤大二朗
団体名 （大胡柔道） （みさと柔道） （境柔道） （塚沢柔道）
中量級 米澤 稜 茂呂 旭飛 永野川優輝 飯ヶ濱拓郎
団体名 （新田柔道） （境柔道） （藪塚柔道） （下仁田柔道）
軽重量級 秋本 凌吾 大場 湧 牛膓 伊吹 木暮 勇人
団体名 （塚沢柔道） （境柔道） （桐生柔道） （藪塚柔道）
重量級 見友 朝勝 河村 龍成 湯本 祥伍 永井 憲次郎
団体名 （富岡柔道） （みさと柔道） （前橋柔道） （太田中央柔道）
軽量級 河合 幸輝 田村 祐輔 佐野 貴昭 星野 力丸
団体名 （水上柔道） （みさと柔道） （塚沢柔道） （高山村柔道）
軽中量級 塩野 隆弘 武井 宏真 山口 裕太 伏見 尋人
団体名 （前橋北柔道） （みさと柔道） （藪塚柔道） （桐生柔道）
中量級 狩野 伶太 吉田 翔 阿部 翔太 石田 雅基
団体名 （前橋柔道） （境柔道） （大胡柔道） （前橋北柔道）
軽重量級 高木 龍 小林 慶太 岡村 京介 白井 裕大
団体名 （みさと柔道） （太田南柔道） （沼田中央柔道） （新里柔道）
重量級 村田 大征 星野 一貫 佐藤 将二 瀧澤 大輔
団体名 （塚沢柔道） （みさと柔道） （富岡柔道） （塚沢柔道）
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女子

学年 階級 優勝 準優勝 第３位 第３位

軽量級 島野 美海 深澤 百華 小山 柚姫 該当なし

団体名 （新里柔道） （富岡柔道） （桐生柔道） （該当なし）

重量級 唐澤 美咲 太田 七海 大塚 愛莉 大河原 夕捺

団体名 （城南柔道） （太田柔道） （沼田柔道） （富岡中央柔道）

軽量級 原 さくら 金子 瑠那 鹿目 愛心 高橋 楓

団体名 （邑楽町柔道） （大胡柔道） （草津町柔道） （塚沢柔道）

中量級 須藤 萌々子 長岡 采枝 浅野 由羽 鹿子島 菫

団体名 （大胡柔道） （草津町柔道） （境柔道） （芳賀柔道）

重量級 相澤 愛佳 林 唯菜 茂木 美穂 小林 美喜

団体名 （太田中央柔道） （新治柔道） （富岡柔道） （伊勢崎宮郷柔道）

軽量級 神田 玲佳 本多 舞南 藤掛 結衣 田島奈那美

団体名 （草津町柔道） （沼田柔道） （桐生柔道） （榛名柔道）

中量級 岡部 綾 伊藤 愛美 本多 里穂 山田 侑茉

団体名 （太田中央柔道） （伊勢崎宮郷柔道） （沼田柔道） （長良柔道）

重量級 長谷川 緒寧 湯本 真尋 金子 侑稀菜 清水 蒼葉

団体名 （新治柔道） （前橋柔道） （前橋柔道） （新田柔道）

軽量級 新部 梨花 近藤 花菜 下山 萌夏 澁谷 愛優

団体名 （前橋柔道） （塚沢柔道） （藪塚柔道） （草津町柔道）

中量級 細矢 美子 寺島 帆乃 小根澤ほのか 松田 美優

団体名 （前橋柔道） （中之条柔道） （下仁田柔道） （堤ヶ岡柔道）

重量級 小鮒 未来 山岸 夏海 野口 夕芽 砂川 綾子

団体名 （堤ヶ岡柔道） （長良柔道） （大胡柔道） （城南柔道）

軽量級 外処 茅優 唐澤 南美 阿部 陽和 南雲 杏未

団体名 （邑楽町柔道） （城南柔道） （新治柔道） （新田柔道）

中量級 川端 千晴 矢島さゆり 早野 那奈 狩野 真奈

団体名 （大胡柔道） （太田南柔道） （塚沢柔道） （みさと柔道）

重量級 赤江 京佳 坂爪 優渚 今泉 千尋 木村 綾花

団体名 （塚沢柔道） （榛名柔道） （渋川中央柔道） （玉村錦野柔道）

軽量級 富田 優月 高橋 乃愛 田中 舞 高橋 胡桃

団体名 （太田南柔道） （みさと柔道） （塚沢柔道） （新田柔道）

中量級 吉田 歩加 北條 歩美 太田阿梨沙 早川 夢

団体名 （大胡柔道） （大胡柔道） （太田南柔道） （桐生柔道）

重量級 下山 幸菜 徳江 美玖 北川 歩美 嶌村 千佳

団体名 （下仁田柔道） （玉村錦野柔道） （玉村錦野柔道） （前橋柔道）
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