
第１１回全日本女子オープンレスリング選手権大会

４８ｋｇ級 山田 海南江 自衛隊体育学校 澤田　千優 青山学院 伊藤　史織 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ 田口　あい 日体大
５３ｋｇ級 入江　ななみ 九州共立 長沼　美香 岐阜工業(職) 佐々木 なつみ 青山学院 奥野　春菜 久居高校
５５ｋｇ級 松見 千都彩 環太平洋 酒井 美沙紀 自衛隊体育学校 水野　佳穂 大東文化 橋本　尚子 一心館六甲
５８ｋｇ級 浜田　千穂 キッコーマン 樋口 美賀子 環太平洋 岩崎　理栄 青山学院 今　　佑海 日本大学
６０ｋｇ級 河内　美樹 日体大 三浦 由起子 法政大学 榎本　美鈴 環太平洋 横棚　美紅 環太平洋
６３ｋｇ級 栄　　希和 株式会社ジェイテクト 佐藤　喜歌 自衛隊体育学校 矢後　愛佳 日本大学 中田 絵理子 株式会社シンセニアン

６９ｋｇ級 鈴木　芽衣 東洋大学 上原　榛奈 株式会社ハイパー 吉井　瑞江 自衛隊体育学校 鈴木　紅夏 東洋大学
７５ｋｇ級 馬場 菜津美 自衛隊体育学校 土橋　奏珠 至学館 小松　佑寧 日駒 進藤  芽伊 香ヶ丘リベルテ
４６ｋｇ級 佐藤　雛子 安部学院 植野 麻奈美 網野 小坂　歩未 高山西高校 下野　佑実 海洋高校
４９ｋｇ級 田村　生吹 網野 今井　佑海 海洋高校 木井 さくら 香ヶ丘リベルテ 吉岡　紗希 いなべ総合
５２ｋｇ級 五十嵐 彩季 星城高校 田南部 夢叶 帝京高校 堀　　千咲 安部学院 東川　加奈 安部学院
５６ｋｇ級 成國　琴音 文大杉並 松下　京加 和歌山北高校 吉柴 未彩輝 安部学院 臼池　優月 鹿島学園
６０ｋｇ級 熊野 ゆづる 安部学院 今井　海優 海洋高校 増山　汐音 西邑楽高校 小玉　彩天奈 高知東高校
６５ｋｇ級 森川　美和 安部学院 小松　愛加 高知東高校 丸山　栞和 沼津城北 成島　小牧 猪名川
７０ｋｇ級 宮道　りん 今治工業 大関 永優美 安部学院 福島　宇美 安部学院 髙橋　紗織 日本文理高校
３４ｋｇ級 徳永　珠帆 刈谷クラブ 植松　夏鈴 沼津学園
３７ｋｇ級 櫻井 はなの 高知クラブ 中西　美結 一志ジュニア 江坂　紗那 刈谷クラブ 品川 あずき 新宮クラブ
４０ｋｇ級 伊藤　　海 網野町教室 元木　咲良 埼玉栄中学校 伊藤　乃愛 四日市ジュニア 藤波　朱理 いなべクラブ
４４ｋｇ級 櫻井 つぐみ 高知クラブ 片岡　梨乃 リバーサル 米原　実穂 いなべクラブ 福永　誠笑 羽島市連盟
４８ｋｇ級 稲垣　柚香 一志ジュニア 尾﨑 野乃香 成城学園中 内田　奈佑 一宮クラブ 大橋　海寛 タイガーキッズ
５２ｋｇ級 徳原　姫花 一宮中 石井　亜海 おおたアカデミー 山内　奏美 堺リベラル中 菊田　　花 水戸市クラブ
５７ｋｇ級 屶網　瑠夏 エンジョイ 福井　紀夏 一心館芦屋 小灘　真愛 リアンクラブ 高山　凛子 サンダーキッズ
６２ｋｇ級 寺本　　鈴 四日市ジュニア 万木　蓮花 堺リベラル中 溝渕　星音 一宮中 吉川 かりん タイガーキッズ
７０ｋｇ級 鏡    優翔 JWA Katja Osteen USA 山本　和佳 一志ジュニア 長島　水城 沼津学園
２８ｋｇ級 大井  寿々 フィギュアフォー 近藤  楓香 刈谷クラブ 清水  萌里 四日市ジュニア
３０ｋｇ級 弓矢　紗希 いなべクラブ 川村　百花 四日市ジュニア 眞柄　美和 四日市ジュニア 澤木　心愛 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ
３３ｋｇ級 尾西　　桜 鳥栖クラブ 本多 香里菜 フィギュアフォー 惣崎　月深 長泉ＦＡ 稲垣　　和 四日市ジュニア
３６ｋｇ級 志貴  南栄 刈谷クラブ 土屋　沙和 沼津クラブ 光谷  真都 ファイブスター 大山  優夏 　AACC
４０ｋｇ級 森川　晴凪 一志ジュニア 山下　叶夢 高松クラブ 浅野　稔理 逗子キッズ 星野  レイ 　AACC
４５ｋｇ級 茂呂　綾乃 　AACC 藤本　夏妃 羽島市連盟 新井　一花 サンダーキッズ 北出  桃子 堺クラブ
＋４５㎏級 内野　杏美 島原スクール 駒田　真琴 沼津クラブ 中磯　静香 高松クラブ 松山　　楓 BISON’S

最優秀選手賞 ６３ｋｇ級 栄　　希和 株式会社ジェイテクト

優 秀 選 手 賞 ４８ｋｇ級 山田 海南江 自衛隊体育学校
優 秀 選 手 賞 ６０ｋｇ級 熊野 ゆづる 安部学院
優 秀 選 手 賞 ４８ｋｇ級 稲垣　柚香 一志ジュニア
優 秀 選 手 賞 ４０ｋｇ級 森川　晴凪 一志ジュニア

会場：三島市民体育館

平成28年10月2日
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