
2015/11/29  駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
平成２７年度　東京都知事杯　第６回　全国中学選抜レスリング選手権大会

入賞者一覧表

男子の部

階級 順位 選手名 フリガナ 都道府県名 中学校名 クラブ名 学年

35kg級 第1位 田南部 魁星 タナベ カイセイ 東京都 品川区立浜川中学校 第六機動隊少年レスリング部 1

35kg級 第2位 河村 歩 カワムラ アユム 東京都 川崎市立橘中学校 ゴールドキッズ 1

35kg級 第3位 塚田 京 ツカダ ケイ 秋田県 秋田市立山王中学校 杉田道場 1

38kg級 第1位 草間 正汰 クサマ ショウタ 埼玉県 埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 2

38kg級 第2位 古瀬 稜 フルセ リョウ 三重県 いなべ市立北勢中学校 いなべレスリングクラブ 1

38kg級 第3位 庄司 龍映 ショウジ リュウエイ 東京都 杉並区立高南中学校 ゴールドキッズ 1

42kg級 第1位 芹沢 雄生 セリザワ ユウキ 大阪府 池田市立石橋中学校 吹田市民レスリング教室 2

42kg級 第2位 後藤 玲空 ゴトウ レク 岐阜県 中津川市立坂下中学校 中津川ジュニアレスリングクラブ 3

42kg級 第3位 宇戸平 莞爾 ウドヒラ カンジ 三重県 津市立久居中学校 一志ジュニアレスリング教室 2

47kg級 第1位 森川 海舟 モリカワ カイト 東京都 品川区立日野学園 AACC 3

47kg級 第2位 田中 開偉 タナカ ヒライ 和歌山県 那智勝浦町立下里中学校 新宮レスリングクラブ 3

47kg級 第3位 上田 尋也 ウエダ チカヤ 熊本県 玉名市立玉南中学校 タイガーキッズレスリングクラブ 3

53kg級 第1位 大野 恵太郎 オオノ ケイタロウ 熊本県 玉名市立玉名中学校 タイガーキッズレスリングクラブ 3

53kg級 第2位 佐藤 匡記 サトウ マサキ 東京都 相模原市立鵜野森中学校 AACC 2

53kg級 第3位 松井 謙 マツイ ケン 愛知県 春日井市立石尾台中学校 桑名レスリングクラブ 3

59kg級 第1位 榊 流斗 サカキ リュウト 東京都 北区立稲付中学校 JOCエリートアカデミー 3

59kg級 第2位 堤 泰樹 ツツミ タイキ 静岡県 沼津市立第二中学校 沼津レスリングクラブ 3

59kg級 第3位 竹下 航生 タケシタ コウセイ 香川県 香川県立高松北中学校 高松北中学校 2

66kg級 第1位 山田 脩 ヤマダ シュウ 愛知県 扶桑町立扶桑北中学校 ゼントータルレスリングクラブ 2

66kg級 第2位 松井 滉季 マツイ コウキ 東京都 春日部市立武里中学校 BRAVE 3

66kg級 第3位 諏訪間 新之亮 スワマ シンノスケ 神奈川県 横浜市立日野南中学校 横浜デビルズJr.レスリングクラブ 3

73kg級 第1位 奥井 真吉 オクイ シンキチ 千葉県 柏市立柏第二中学校 柏日体クラブ 3

73kg級 第2位 伊藤 飛未来 イトウ ヒビキ 埼玉県 和光市立第二中学校 和光少年少女レスリングクラブ 3

73kg級 第3位 小林 祐介 コバヤシ ユウスケ 高知県 高知県立高知南中学校 高知レスリングクラブ 3

85kg級 第1位 山崎 祥平 ヤマザキ ショウヘイ 茨城県 水戸市立第三中学校 水戸市レスリングスポーツ少年団 3

85kg級 第2位 宮本 海渡 ミヤモト カイト 千葉県 柏市立柏第二中学校 柏日体クラブ 3

85kg級 第3位 出戸 楓雅 デト フウガ 埼玉県 入間市立武蔵中学校 栄魂倶楽部J.W.S 2

100kg級 第1位 白井 達也 シライ タツヤ 大阪府 寝屋川市立第三中学校 エンジョイレスリングクラブ 3

100kg級 第2位 出頭 海 シュットウ カイ 茨城県 鹿嶋市立大野中学校 カシマクラブ 2

100kg級 第3位 松村 太郎 マツムラ タロウ 福井県 福井市立成和中学校 福井レスリングクラブ 3

優秀選手（東京都知事杯）

森川 海舟 モリカワ カイト 東京都 品川区立日野学園 AACC 347kg級


