
三　片桐　章男 石村　健真　三

三　石山　潤平 松村　颯祐　三

五　王子谷剛志

四　岩渕　侑生 戸崎　碧海　三

三　大滝　敬人 林田　圭登　三

三　山元　隆一 岩渕　晃大　四

三　枇杷木勇樹 岩崎　雄也　三

三　薄根　将城 狩野　伶太　三

三　石川　智啓 松村　将輝　三

三　前杢　秀明 金山　天地　三

三　戸髙竜之介 星田　大希　三

初　恵良　武大 田中英二朗　三

三　山口　貴也 山田　伊織　三

三　田嶋　剛希 丸山　剛毅　三

二　杉村　晃希 田中　優大　三

三　藤永龍太郎 友清　　光　四

三　羽田野竜輝 仲島　聖悟　三

三　渕原　槙一 籾山　勇大　三

三　五味　江貴 中道　瑛志　三

三　進地　優志 山中　堅盛　三

三　幸田　洲世 森　　健心　二

三　三好　大成 乙津　瑞希　五

三　山本　瑛介 江畑　丈夫　四

三　池田　　希 安田　圭吾　三

三　髙橋　佑人 斉本研ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ　三

三　笹谷　　健 大石　　由　三

三　原田　昌寛 中西　一生　三

三　大石　樹人 石川　竜多　三

三　増山　香補 斉藤　　立　三

四　飯田健太郎 藤原崇太郎　三

初　北川　拓実 前野　玲音　三

三　長岡　季空 影井　光我　三

三　和泉川武蔵 小室　豪太　三

三　玉置　　玉 木元　拓人　三

三　仲佐　怜優 藤鷹　裕大　三

三　藤岡　将吾 兼原　　潤　三

三　崎山　寛至 中島　大貴　三

五　長島　啓太 黒松　大盛　三

三　梅野　雅崇 平林　直矢　三

四　香川　大吾 小原　拳哉　三

三　米山　竜生 山下　魁輝　四

三　星野　一貫 金野　晃大　三

三　百瀬　敦也 大淵泰志郎　三

三　河田　闘志 牧園　　慶　三

三　鈴木　直登 神垣　和也　三

三　東部　直希 奥田　將人　三

三　伊藤　好信 中村　恭仁　三

三　熊坂　光貴 長倉　友樹　四

飛田　歩夢　三

三　宇田川力輝 中村　雄太　二

三　渡邉　神威 島田隆志郎　三

三　兼藤　仁士 別府弘太郎　三

熊代　佑輔　五三　佐藤　和哉

三　白川　剛章 釘丸　将太　四

初　中村　乾渡 駒沢　玲峰　三

三　多田　昌人

旭化成(株) 55

パーク２４(株) 54 109 東海大学

東芝 53 108 日本大学

練馬区柔道会(日本大学) 52 107 京葉ガス(株)

拓殖大学 51 106 帝京科学大学

センコー(株) 50 105 日本通運(株)

東海大学 49 104 リンクスタッフグループ

帝京科学大学 48 103 中央大学

国士舘大学 47 102 品川区柔道会

修徳高校 46 101 センコー(株)

目黒区柔道会(明治大学) 45 100 東洋大学

専修大学 44 99 葛飾区柔道会

慶應義塾大学 43 98 国士舘大学

パーク２４(株) 42 97 パーク２４(株)

日本大学 41 96 日本中央競馬会

パーク２４(株) 40 95 順天堂大学

明治大学 39 94 早稲田大学

世田谷区柔道会(国士舘大学) 38 93 日本製鉄(株)

リンクスタッフグループ 37 92 明治大学

東洋大学 36 91 渋谷区柔道会(東海大学)

東芝 35 90 専修大学

江戸川区柔道会(いけだ接骨院) 34 89 センコー(株)

國學院大学 33 88 パーク２４(株)

中央大学 32 87 東芝

センコー(株) 31 86 国士舘大学

東海大学 30 85 日本大学

京葉ガス(株) 29 84 國學院大学

旭化成(株) 28 83 旭化成(株)

パーク２４(株) 27 82 国士舘大学

千代田区柔道会(専修大学) 26 81 センコー(株)

中央大学 25 80 中央大学

明治大学 24 79 文京区柔道会(順天堂大学)

足立学園高校 23 78 東京拘置所

センコー(株) 22 77 東京拘置所

リンクスタッフグループ 21 76 大田区柔道会(明治大学)

日本通運(株) 20 75 日本製鉄(株)

国士舘大学 19 74 東芝

日本中央競馬会 18 73 國學院大学（指）

日本大学 17 72 東海大学

法政大学 16 71 日本大学

東海大学 15 70 リンクスタッフグループ

ＡＬＳＯＫ 14 69 パーク２４(株)

東海大学 13 68 明治大学

センコー(株) 12 67 帝京科学大学

早稲田大学 11 66 国士舘大学

国士舘大学 10 65 墨田区柔道会(センコー(株))

荒川区柔道会(パーク２４(株)) 9 64 帝京大学

日本大学 8 63 日本大学

東洋大学 7 62 大東文化大学

東芝 6 61 パーク２４(株)

リンクスタッフグループ 5 60 東海大学

順天堂大学 4 59 東洋大学

日本体育大学荏原高校 3 58 法政大学

パーク２４(株) 2 57 豊島区柔道会(パーク２４(株))

令和3年 東京都柔道選手権大会　組合せ

日本製鉄(株) 1 56 国際武道大学



三　児玉ひかる 梅津　志悠　四

二　苗村紗也加 東　　鈴乃　二

二　飯島　彩加 山本　　杏　二

二　下村　咲乃 酒井　　類　初

三　中内　柚里 小野華菜恵　三

二　川崎　　凛 結城　彩乃　三

二　森部　真於 山内　真子　三

四　西願寺里保 川本　　愛　二

二　岩田奈々葉 池田　　萌　二

二　神田　澄香 吉野美貴子　三

三　宇田川　幸 宮崎　りの　初

二　本田　詩乃 河野　真美　二

二　浦　　明澄 澤崎　莉子　二

二　三谷　　桜 波多江楽良　二

二　花森　礼奈 枝川　茉央　初

三　山口　凌歌 桒原　佑佳　三

三　松田　美悠 濵口　莉緒　二

三　杉山　歌嶺 向江　紗良　三

三　岩本　紗夏 田嶋　由佳　二

二　大内　聖琉 外間　　蘭　二

二　鎌田　杏華 熊木　悠花　三

三　栂　　風花 佐藤　綾楓　三

二　野中　あみ 小山内茉緒　二

二　阪本和香奈 川本　瑠紀　二

二　和田梨乃子 五十嵐日菜　二

二　大尾芽衣香 井上あかり　三

三　堀川　　恵 山本　　杏　三

四　秋場　麻優 竹下　智美　二

二　白井萌々葉 本川　怜奈　初

二　山室　未咲 山崎　夢乃　二

初　浪江　美鈴 山口葵良梨　二

三　西岡　舞花 小林　未奈　二

三　石綿　咲希 相馬　叶奈　二

三　梅北　眞衣 瀬戸亜香音　二

二　本間　裕梨 西田　未来　三

初　池田　　咲 森山サラダ　二

三　斉藤　百湖 佐藤　亜美　三

三　田中　伶奈 三浦　玲那　三

二　石川　怜奈 杉田　菜摘　二

二　中鉢　菜月 下山　幸菜　三

二　貫目　怜亜 後藤　美和　三

二　山中　麻央 鳥越　璃子　二

三　上ノ原美玲 佐藤　晴菜　三

三　野澤　知莉 桑原　多加　三

三　宇野友紀子 佐藤みずほ　三

三　小針　由江 長内　香月　四

二　池田　　紅 玉置　　桜　二

四　泉　　真生 小坂理佳子　二

二　金本　真奈 杉山　奈那　二

四　髙山　莉加 鶴岡　来雪　四

二　和泉　希菜 黒田　亜紀　二

二　萩　野乃花 内田　好夏　二

二　佐藤　優香 佐藤　陽子　三

東海大学 53 106 三井住友海上

早稲田大学 52 105 藤村女子高校

センコー(株) 51 104 帝京科学大学

国士舘大学 50 103 国士舘大学

日本大学 49 102 JR東日本

東京学芸大学 48 101 コマツ

JR東日本 47 100 センコー(株)

帝京科学大学 46 99 日本大学

東京女子体育大学 45 98 東京女子体育大学

コマツ 44 97 国士舘大学

日本体育大学 43 96 東海大学

帝京大学 42 95 帝京大学

国士舘大学 41 94 渋谷教育学園渋谷高校

センコー(株) 40 93 東京拘置所

帝京科学大学 39 92 修徳高校

帝京大学 38 91 日本大学

日本大学 37 90 帝京大学

JR東日本 36 89 センコー(株)

東海大学 35 88 帝京科学大学

東京女子体育大学 34 87 国士舘大学

国士舘大学 33 86 東海大学

帝京科学大学 32 85 帝京大学

パーク２４ 31 84 国士舘大学

日本大学 30 83 帝京科学大学

創価大学 29 82 創価大学

ＡＬＳＯＫ 28 81 東京女子体育大学

パーク２４ 27 80 パーク２４

帝京科学大学 26 79 JR東日本

国士舘大学 25 78 国士舘大学

慶應義塾大学 24 77 日本大学

東京女子体育大学 23 76 藤村女子高校

センコー(株) 22 75 東京学芸大学

日本大学 21 74 東京女子体育大学

帝京大学 20 73 帝京大学

東芝 19 72 国士舘大学

藤村女子高校 18 71 創価大学

国士舘大学 17 70 東京拘置所

帝京科学大学 16 69 日本大学

日本大学 15 68 帝京科学大学

東海大学 14 67 東海大学

帝京大学 13 66 国士舘大学

国士舘大学 12 65 帝京科学大学

帝京科学大学 11 64 日光警備

東京拘置所 10 63 JR東日本

JR東日本 9 62 三井住友海上

早稲田大学 8 61 東京女子体育大学

国士舘大学 7 60 帝京科学大学

コマツ 6 59 帝京大学

東海大学 5 58 センコー(株)

東京女子体育大学 4 57 東海大学

センコー(株) 3 56 日本大学

日本大学 2 55 早稲田大学

令和3年 東京都女子柔道選手権大会　組合せ

三井住友海上 1 54 コマツ


	03tosensyuken_drawM
	03tosensyuken_drawF

