
大阪ジュニア

大浜体育館

48

優　勝

準優勝

第三位

〃

村川 実葉瑠 (近畿大学)

谷口　芙輝　（常翔学園高校）

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

谷口　由莉　（常翔学園高校）

村川　実葉瑠（近畿大学）

市原　遥　　（近畿大学）

6 渡辺 小雪 (大阪偕星学園高校)

14

(履正社高校) 13

7 市原 遥 (近畿大学)

5 山根 唯楓 (大阪商業大学高校) 竹村 奈芳 (東大阪大学敬愛高校)

 元井 芽佳

12

3  稲福 萌愛 (阪南大学高校)

宮城 穂花 (大阪偕星学園高校) 114 内野 里音 (東大阪大学敬愛高校)

(阪南大学高校) 9

中川 美海 (大阪商業大学高校) 10

 長村 美莉加2  辻 優里 (箕面学園高校)

1 谷口 由莉 (常翔学園高校)

2021/6/20

谷口 茉輝 (常翔学園高校) 8



大阪ジュニア

大浜体育館

52

優　勝

準優勝

第三位

〃 山本　凜　（箕面学園高校）

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

宮井　杏　（東大阪大学敬愛高校）

大石　凜　（近畿大学）

森本　胡桃（大阪産大付属高校）

後 優花 (大商学園高校) 10

大石 凛 (近畿大学) 11

5 森本 胡桃 (大産大付属高校)

3 関口 真由子 (大阪偕星学園高校)

田中 仔々 (大阪偕星学園高校) 94 田原 和華 (大阪体育大学)

(関西医療学園専門学校) 7

山本 凛 (箕面学園高校) 8

 田中 茅生

1 宮井 杏 (東大阪大学敬愛高校)

2  谷岡 芽実 (大商学園高校)

2021/6/20

赤星 菜々子 (大阪教育大学) 6



大阪ジュニア

大浜体育館

57

優　勝

準優勝

第三位

〃 川岸　若葉（星翔高校）

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

庄野　文香（近畿大学）

坂口　遥南（近畿大学）

千代村　沙都貴（大阪体育大学）

22

(大阪産業大学) 21

11 川岸 若葉 (星翔高校) 千代村 沙都貴 (大阪体育大学)

朝田 真帆

9 丹波 奈弓 (東大阪大学敬愛高校)

10 羽田野 智春 (大阪商業大学高校)

片山 彩代 (大阪商業大学高校) 20

7 中井 柚花 (大産大付属高校)

黒田 紗水 (大阪偕星学園高校) 198 柿平 衣織 (常翔学園高校)

(近畿大学) 17

衣笠 夢奈 (東大阪大学敬愛高校) 18

庄野 文香

5 坂口 遥南 (近畿大学)

6 岩村 幸加 (東大阪大学敬愛高校)

坂元 ひかり (東大阪大学敬愛高校) 16

3 古谷 仁美 (大阪偕星学園高校)

加藤 杏理 (大商学園高校) 154 山本 唯椰 (大阪芸術大学（短）)

(大阪偕星学園高校) 13

中野 琳 (大産大付属高校) 14

上本 胡桃

1 山本 空 (東大阪大学敬愛高校)

2 川崎 侑良 (大阪商業大学高校)

2021/6/20

藤原 天美 (東大阪大学敬愛高校) 12



大阪ジュニア

大浜体育館

63

優　勝

準優勝

第三位

〃

西森　奈花（東大阪大学敬愛高校）

増子　和奏（東大阪大学敬愛高校）

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

川上　真紀（近畿大学）

渋谷　萌々音（近畿大学）

7 鍋谷 泉 (関西大学)

川上 真紀 (近畿大学) 168 増子 和奏 (東大阪大学敬愛高校)

(大阪商業大学高校) 14

林 紀子 (履正社高校) 15

宮成 花奈

5 森口 志保 (大阪体育大学)

6  岡本 姫愛 (大阪偕星学園高校)

河合 葉菜 (関西大学) 13

3 松本 咲来 (関西大学一高)

多田 薫 (大阪芸術大学（短）) 124 古賀 優美子 (大産大付属高校)

(大産大付属高校) 10

 本倉 菜穂 (箕面学園高校) 11

太治 夏芽

1 渋谷 萌々音 (近畿大学)

2 群馬 亜瑚 (大阪商業大学高校)

2021/6/20

西森 奈花 (東大阪大学敬愛高校) 9



大阪ジュニア

大浜体育館

70

優　勝

準優勝

第三位

〃

渡邊　菜月（東大阪大学敬愛高校）

西尾　碧（大阪体育大学）

(大阪商業大学高校)

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

新井　友那（近畿大学）

岡　美紀（近畿大学）

8

4 松田 心海 (箕面学園高校) 新井 友那 (近畿大学) 9

西村 亜琉

(箕面学園高校) 7

5 岡 美紀 (近畿大学)

3 吉安 桃香 (履正社高校)

北野 来実

1 渡邊 菜月 (東大阪大学敬愛高校)

2 菅谷 美幸 (近畿大学)

2021/6/20

西尾 碧 (大阪体育大学) 6



大阪ジュニア

大浜体育館

78

優　勝

準優勝 近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

第三位

〃 小谷　星衣良（金蘭千里高校）

(箕面学園高校)佐々木 朱

田中　優希（近畿大学）

青木　美保（大阪体育大学）

辻野　いずみ（大阪体育大学）

辻野 いずみ (大阪体育大学) 7

4 川﨑 千栄 (東大阪大学敬愛高校) 青木 美保 (大阪体育大学) 8

3

小谷 星衣良 (金蘭千里高校) 6

久世 瑠々香

2021/6/20

1 田中 優希 (近畿大学)

(大阪商業大学高校) 5



大阪ジュニア

大浜体育館

＋78

優　勝

準優勝 近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

第三位

平川　真有（近畿大学）

竹村　安生（近畿大学）

齊藤　海優（大阪産大付属高校）

2 平川 真有 (近畿大学) (近畿大学) 4竹村 安生

2021/6/20

1 大髙 彩 (関西大学) 齊藤 海優 (大産大付属高校) 3
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