
2012/4/22  横浜文化体育館
2010 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

男子カデットの部： フリ－スタイル
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

42kg級 第1位 大塚 凌 オオツカ リョウ 足利工業高校
42kg級 第2位 岩永 拓馬 イワナガ タクマ 菅生中学校
42kg級 第3位 藤波 諒太郎 フジナミ リョウタロウ 金沢ジュニアレスリングクラブ

42kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A
46kg級 第1位 藤川 聖士 フジカワ サトシ 埼玉栄高校
46kg級 第2位 礒川 利音 イソカワ リオン 網野町少年レスリング教室
46kg級 第3位 竹之内 極 タケノウチ キワム 鹿屋中央高校
46kg級 第3位 齋藤 僚太 サイトウ リョウタ 花咲徳栄高校
50kg級 第1位 乙黒 圭祐 オトグロ ケイスケ JWA／帝京高校
50kg級 第2位 高橋 拓也 タカハシ タクヤ 霞ヶ浦高校
50kg級 第3位 藤田 雄大 フジタ ユウダイ いなべ総合学園高校
50kg級 第3位 寺田 光輝 テラダ コウキ 館林高校
54kg級 第1位 藤波 勇飛 フジナミ ユウヒ いなべ総合学園高校
54kg級 第2位 樋口 黎 ヒグチ レイ 霞ヶ浦高校
54kg級 第3位 伊藤 奨 イトウ ショウ 島原高校
54kg級 第3位 瀬野 春貴 セノ ハルキ 星城高校
58kg級 第1位 三輪 勇斗 ミワ ハヤト 霞ヶ浦高校
58kg級 第2位 曽根川 侑 ソネカワ タスク 小倉商業高校
58kg級 第3位 高山 悠馬 タカヤマ ユウマ 自由ヶ丘学園高校
58kg級 第3位 但野 航 タダノ ワタル 岐南工業高校
63kg級 第1位 木下 貴輪 キノシタ キリン 鹿屋中央高校
63kg級 第2位 猪口 薫 イグチ カオル 八千代松陰高校
63kg級 第3位 増田 拓真 マスダ タクマ 網野高校
63kg級 第3位 中村 剛士 ナカムラ ツヨシ ハナサキジュニアレスリングクラブ

69kg級 第1位 松尾 侑亮 マツオ ユウスケ いなべ総合学園高校
69kg級 第2位 上野 慎太郎 ウエノ シンタロウ 岐南工業高校
69kg級 第3位 竹本 壮志 タケモト ソウシ 栗東高校
69kg級 第3位 本村 匠 モトムラ タクミ 浦添工業高校
76kg級 第1位 白井 勝太 シライ ショウタ JWA／帝京高校
76kg級 第2位 浅井 翼 アサイ ツバサ 京都八幡高校
76kg級 第3位 藤井 達哉 フジイ タツヤ 栗東ジュニア
76kg級 第3位 石黒 峻士 イシグロ タカシ GOLD KID'S
85kg級 第1位 園田 平 ソノダ タイラ 日野高校
85kg級 第2位 武田 光司 タケダ コウジ 埼玉栄高校
85kg級 第3位 柳生 俊一 ヤギュウ シュンイチ 加茂農林高校
85kg級 第3位 川畑 光 カワバタ ヒカル 樟南高校
100kg級 第1位 山本 晋也 ヤマモト シンヤ 花咲徳栄高校
100kg級 第2位 伊藤 昌 イトウ ショウ 五城目高校
100kg級 第3位 竹内 亮亘 タケウチ アキノブ 岐南工業高校
100kg級 第3位 坂田 龍星 サカタ リョウセイ 埼玉栄高校

※空欄は入賞者なし



2012/4/22  横浜文化体育館
2012 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

男子カデットの部： グレコローマンスタイル
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

42kg級 第1位 佐藤 弘輝 サトウ ヒロキ 岐阜工業高校
42kg級 第2位 福里 光 フクザト ヒカル 南風原高校
42kg級 第3位 時田 郁哉 トキタ フミヤ 朝明高校
42kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A
46kg級 第1位 田代 拓海 タシロ タクミ 鳥栖工業高校
46kg級 第2位 田中 雅史 タナカ マサシ 埼玉栄高校
46kg級 第3位 藤田 眞大 フジタ マサヒロ 沼津レスリングクラブ
46kg級 第3位 吉田 アミン ヨシダ アミン 市川コシティクラブ
50kg級 第1位 小柳 和也 コヤナギ カズヤ 韮崎工業高校
50kg級 第2位 河本 圭智 カワモト ケイチ 花咲徳栄高校
50kg級 第3位 金子 悟士 カネコ サトシ 館林高校
50kg級 第3位 小林 大樹 コバヤシ ダイキ 霞ヶ浦高校
54kg級 第1位 文田 健一郎 フミタ ケンイチロウ 韮崎工業高校
54kg級 第2位 河名 真寿斗 カワナ マスト 広島県立三次高校
54kg級 第3位 吉田 浩大 ヨシダ コウダイ 岐南工業高校
54kg級 第3位 小倉 強太 オグラ キョウタ 高岡向陵高校
58kg級 第1位 北岡 佑介 キタオカ ユウスケ 日野高校
58kg級 第2位 中村 旭昇 ナカムラ アキノリ 館林高校
58kg級 第3位 光永 賢弘 ミツナガ タカヒロ 同志社香里高校
58kg級 第3位 大川 将吾 オオカワ ショウゴ 大阪市立高校
63kg級 第1位 佐々木 裕次郎 ササキ ユウジロウ 中津商業高校
63kg級 第2位 安田 成 ヤスダ ナル 鳥取中央育英高校
63kg級 第3位 島 直己 シマ ナオキ 栗東高校
63kg級 第3位 熊木 健太郎 クマキ ケンタロウ 八幡工業高校
69kg級 第1位 屋比久 翔平 ヤビク ショウヘイ 浦添工業高校
69kg級 第2位 牧瀬 拳人 マキセ ケント 霞ヶ浦高校
69kg級 第3位 茶圓 要 チャエン カナメ 香川中央高校
69kg級 第3位 関目 穣 セキメ ミノル 八幡工業高校
76kg級 第1位 奥井 眞生 オクイ マオ 和歌山工業高校
76kg級 第2位 菅原 智也 スガハラ トモヤ 玉名工業高校
76kg級 第3位 小山 寛大 コヤマ ヒロマサ 興國高校
76kg級 第3位 伊藤 智久 イトウ トモヒサ 関東学園大学付属高校
85kg級 第1位 奈良 勇太 ナラ ユウタ 花咲徳栄高校
85kg級 第2位 蛭田 瞭平 ヒルタ リョウヘイ 霞ヶ浦高校
85kg級 第3位 望月 航希 モチヅキ コウキ 吉原工業高校
85kg級 第3位 奥田 隆太 オクダ リュウタ 日野高校
100kg級 第1位 宮國 雄太 ミヤグニ ユウタ 浦添工業高校
100kg級 第2位 貝塚 賢史 カイヅカ サトシ 霞ヶ浦高校
100kg級 第3位 桝田 拓矢 マスダ タクヤ 朝明高校
100kg級 第3位 宮内 健太 ミヤウチ ケンタ 山梨県立農林高校

※空欄は入賞者なし



女子カデットの部
階級 順位 選手名 フリガナ 所属

38kg級 第1位 須﨑 優衣 スサキ ユイ 松戸ジュニアレスリングクラブ

38kg級 第2位 東川 加奈 ヒガシカワ カナ 下野サンダーキッズ
38kg級 第3位 小玉 彩天奈 コダマ アテナ 一宮中学校
38kg級 第3位 川村 きこ カワムラ キコ 大子ジュニアレスリングクラブ

40kg級 第1位 大高 梨紗 オオタカ リサ 大子ジュニアレスリングクラブ

40kg級 第2位 小坂 泉生 コサカ ミズキ 日枝中学校
40kg級 第3位 木井 さくら キイ サクラ 堺リベラル中学校
40kg級 第3位
43kg級 第1位 浅倉 栞南 アサクラ カンナ GOLD KID'S
43kg級 第2位 南條 早映 ナンジョウ サエ JWA
43kg級 第3位 田中 亜弥瑠 タナカ アミル 新宮ジュニアレスリングクラブ

43kg級 第3位 山本 南々子 ヤマモト ナナコ 高石クラブ
46kg級 第1位 加賀田 葵夏 カガタ キカ GOLD KID'S
46kg級 第2位 谷山 菜緒 タニヤマ ナオ エンジョイレスリングクラブ
46kg級 第3位 師岡 菜々子 モロオカ ナナコ 吉田中学校
46kg級 第3位 奥野 里菜 オクノ リナ 久居高校
49kg級 第1位 入江 ななみ イリエ ナナミ 小倉商業高校
49kg級 第2位 河内 美樹 カワウチ ミキ 堺リベラル中学校
49kg級 第3位 山田 海南江 ヤマダ カナエ 安部学院高校
49kg級 第3位 三浦 美優 ミウラ ミユ 安部学院高校
52kg級 第1位 向田 真優 ムカイダ マユ JWA
52kg級 第2位 堀 幸奈 ホリ ユキナ 安部学院高校
52kg級 第3位 奥野 春菜 オクノ ハルナ 一志ジュニアレスリング教室
52kg級 第3位 宮田 理菜 ミヤタ リナ 斐太高校
56kg級 第1位 廣瀬 瑠実 ヒロセ ルミ 安部学院高校
56kg級 第2位 花田 彩乃 ハナダ アヤノ JWA／安部学院高校
56kg級 第3位 古市 広奈 フルイチ ヒロナ 足羽高校
56kg級 第3位 倉館 愛 クラダテ アイ 安部学院高校
60kg級 第1位 香山 芳美 カヤマ ヨシミ 安部学院高校
60kg級 第2位 吉川 茉佑 ヨシカワ マユ 福井レスリングクラブ
60kg級 第3位 藤田 真美 フジタ マミ 柳井学園高校
60kg級 第3位 三浦 由起子 ミウラ ユキコ 釜利谷高校
65kg級 第1位 古市 雅子 フルイチ マサコ JWA／安部学院高校
65kg級 第2位 高橋 海寿々 タカハシ ミスズ 大森学園高校
65kg級 第3位 進藤 芽伊 シンドウ メイ 堺リベラル中学校
65kg級 第3位 津田 沙也加 ツダ サヤカ 香ヶ丘リベルテ高校
70kg級 第1位 阿部 梨乃 アベ リノ 安部学院高校
70kg級 第2位 笹岡 愛香 ササオカ マナカ 高知東高校
70kg級 第3位 朝野 未紗 アサノ ミサ 滑川高校
70kg級 第3位 齋藤 未来 サイトウ ミク 安部学院高校

※空欄は入賞者なし


