
女子ジュニアの部 44kg

SP 16-6 3:30

東京都 ・ 安部学院 VT 2-2 0:43 神奈川県 ・ 日体大

│ VT 12-0 3:48

東京都 ・ 法政大 VT 6-0 0:30

高知県 ・ 高知東 福岡県 ・ 小倉商

1
佐藤 雛子 田口 あい

4

藤澤 瑠美
5

2
鈴木 花奈

3
永尾 さくら



女子ジュニアの部 48kg

愛知県 ・ 至学館大 VT 6-0 0:17 埼玉県 ・ 埼玉栄

VA 5:0

栃木県 ・ 足利工 ST 0-10 1:57 京都府 ・ 海洋

PP 3:1 │ SP 2-13 4:30

京都府 ・ 網野 岡山県 ・ 環太平洋大

ST 0-10 2:17 PP 3:1

長野県 ・ 上田西 愛知県 ・ 至学館大

VT 0-4 0:33 VT 8-0 1:28

東京都 ・ 青山学院大 東京都 ・ JWA/安部学院

山本 紗希

1
五十嵐 未帆

2
大塚 亜美

3

中村 未優

斉藤 朱里

7

藤原 由美子 守田 明日香

6

4

8

10

大高 梨紗
9

5
澤田 千優 須崎 優衣



女子ジュニアの部 51kg

東京都 ・ 青山学院大 ST 10-0 1:58  PP 8-3 6:00 東京都 ・ 安部学院

愛知県 ・ 至学館大 VT 5:0 PO 3:0 大阪府 ・ 香ヶ丘リベルテ

宮城県 ・ 仙台城南 ST 10-0 4:39 SP 12-2 4:07 PP 11-10 6:00 岡山県 ・ 環太平洋大

│

神奈川県 ・ 神奈川大 VT 5:0 VT 5:0 大分県 ・ 日本文理大

神奈川県 ・ 専修大 PP 8-6 6:00 PO 6-0 6:00 群馬県 ・ 館林商工

大分県 ・ 日本文理大 愛知県 ・ 至学館大

PO 3:0

東京都 ・ 安部学院

1
加賀田 葵夏 堀 千咲

8

2
小西 桂 樋口 耀

9

3 菊地 悠里 三浦 美優 10

4
輿水 ゆめみ 與那嶺 優里

11

内城 朝葉
13

5
小西 利佳 戸ヶ﨑 優香

12

7
東川 加奈

6
仲里 若奈

mailto:morishita-h005@wakayama-c.ed.jp


女子ジュニアの部 55kg

愛知県 ・ 至学館大 ST 4:0 VT 5:0 東京都 ・ 法政大

群馬県 ・ 富岡実 ST 10-0 1:36 東京都 ・ 安部学院

VT 5:0

神奈川県 ・ 日体大 ST 10-0 0:46 ST 4:0 東京都 ・ 東洋大

ST 11-0 4:00

神奈川県 ・ 神奈川大 PO 3:0 福岡県 ・ 九州共立大

│ SP 12-2 5:43

京都府 ・ 海洋 ST 10-0 2:06 VT 5:0 群馬県 ・ 富岡実

埼玉県 ・ 自体校 ST 4:0 神奈川県 ・ 釜利谷

PO 0-4 6:00

東京都 ・ 青山学院大 PP 8-2 6:00 ST 4:0 山梨県 ・ 山梨学院大

東京都 ・ 早稲田大 PP 3:1 VA 5:0 岩手県 ・ 宮古商

静岡県 ・ 伊豆総合 三重県 ・ 久居

11

1
向田 真優 谷山 菜緒

10

2
加藤 季子

4
斎藤 遙花

持田 真希

亀川 華佳

6
酒井 美沙紀

13

3
吉田 柚夏 白井 佑季

12

5
下野 亜実 茂原 遥加

14

山田 彩夏

伊藤 映未
17

15

7
岩崎 理栄 山本 彩也加

16

奥野 春菜
18

8
小林 奏音

9
水口 瑠子



女子ジュニアの部 59kg

東京都 ・ 安部学院 PP 2-2 6:00 PO 6-0 6:00 岡山県 ・ 環太平洋大

愛知県 ・ 至学館 ST 4:0 ST 10-0 3:15 埼玉県 ・ 大東大

│ PP 4-8 6:00

京都府 ・ 同志社大 ST 12-0 0:57 岡山県 ・ 環太平洋大

ST 0-10 3:40

茨城県 ・ 鹿島学園 東京都 ・ 日大

VT 2-10 5:02

神奈川県 ・ 日体大

1
熊野 ゆづる 横棚 美紅

6

2
竹下 菫 飯塚 みなみ

7

今 佑海
9

3
石田 千晃 八木橋 万葉

8

5
河内 美樹

4
臼池 優月



女子ジュニアの部 63kg

愛知県 ・ 至学館大 SP 12-2 4:24 PP 3-1 6:00 東京都 ・ 安部学院

PP

岡山県 ・ 環太平洋大 4-2 VA 5:0 岡山県 ・ 環太平洋大

ST 4:0 6:00

京都府 ・ 海洋 PO 8-0 6:00 │ VT 2-0 0:24 福岡県 ・ 福岡大

岡山県 ・ 環太平洋大 静岡県 ・ 藤枝北

VT 5:0 VA 5:0

神奈川県 ・ 日体大 VA 東京都 ・ 大森クラブ

VT 0-12 3:43

東京都 ・ 日大 愛知県 ・ 至学館大

三輪 奏歩

藤岡 杏実 榎本 美鈴

宮口 光留
10

3
今井 海優 関下 由希

1
源平 彩南

9

7

4
江上 愛莉沙

82

5
今川 朋乃伽 渡邊 まひろ

11

6
矢後 愛佳 川井 友香子

12



女子ジュニアの部 67kg

京都府 ・ 同志社大 PP 6-4 6:00 PP 3-1 6:00 愛知県 ・ 至学館

PP 14-12 6:00 │

大分県 ・ 日本文理大附 PO 0-4 6:00 東京都 ・ 東洋大

VT 0-4 0:37

東京都 ・ 東洋大 東京都 ・ 法政大

VT 0-5 2:57

東京都 ・ 青山学院大

2

1
今井 栞海 早川 まい

4

高橋 紗織 朝野 未紗
5

木村 夕貴
7

3
鈴木 芽衣 亀井 彩

6



女子ジュニアの部 72kg

愛知県 ・ 至学館大 PP 4:6 6:00 大分県 ・ 日本文理大

ST 10:0 5;13 │ VA:0 5

東京都 ・ 日工大駒場 ST 10-0 3:38  

大分県 ・ 日本文理大 大阪府 ・ 香ヶ丘リベルテ

1
土橋 奏珠 齋藤 未来

4

進藤 芽伊
5

2
小松 佑寧

3
梅田 基美



2016/4/24  横浜文化体育館

2016 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

女子ジュニアの部

階級 順位 選手名 ふりがな 所属

44kg級 第1位 佐藤 雛子 サトウ ヒナコ 安部学院高校

44kg級 第2位 田口 あい タグチ アイ 日本体育大学

44kg級 第3位 鈴木 花奈 スズキ カナ 法政大学

44kg級 第3位 藤澤 瑠美 フジサワ ルミ 小倉商業高校

48kg級 第1位 須崎 優衣 スサキ ユイ JOCエリートアカデミー/安部学院高校

48kg級 第2位 澤田 千優 サワダ チヒロ 青山学院大学

48kg級 第3位 藤原 由美子 フジワラ ユミコ 網野高校

48kg級 第3位 中村 未優 ナカムラ ミユウ 埼玉栄高校

51kg級 第1位 加賀田 葵夏 カガタ キカ 青山学院大学

51kg級 第2位 堀 千咲 ホリ チサキ 安部学院高校

51kg級 第3位 輿水 ゆめみ コシミズ ユメミ 神奈川大学

51kg級 第3位 與那嶺 優里 ヨナミネ ユウリ 日本文理大学

55kg級 第1位 向田 真優 ムカイダ マユ 至学館大学

55kg級 第2位 谷山 菜緒 タニヤマ ナオ 法政大学

55kg級 第3位 酒井 美沙紀 サカイ ミサキ 自衛隊体育学校

55kg級 第3位 山本 彩也加 ヤマモト サヤカ 山梨学院大学

59kg級 第1位 熊野 ゆづる クマノ ユヅル 安部学院高校

59kg級 第2位 今 佑海 コン ユウミ 日本大学

59kg級 第3位 河内 美樹 カワウチ ミキ 日本体育大学

59kg級 第3位 横棚 美紅 ヨコダナ ミク 環太平洋大学

63kg級 第1位 源平 彩南 ゲンペイ アヤナ 至学館大学

63kg級 第2位 三輪 奏歩 ミワ カナホ 安部学院高校

63kg級 第3位 矢後 愛佳 ヤゴ アイカ 日本大学

63kg級 第3位 渡邊 まひろ ワタナベ マヒロ 大森レスリングクラブ

67kg級 第1位 今井 栞海 イマイ シオミ 同志社大学

67kg級 第2位 木村 夕貴 キムラ ユキ 青山学院大学

67kg級 第3位 鈴木 芽衣 スズキ メイ 東洋大学

67kg級 第3位 早川 まい ハヤカワ マイ 至学館高校

72kg級 第1位 齋藤 未来 サイトウ ミク 日本文理大学

72kg級 第2位 土橋 奏珠 ドバシ カナミ 至学館大学

72kg級 第3位 小松 佑寧 コマツ ユネ 日本工業大学駒場高校

72kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A

※ 空欄は入賞者なし


