
2016/11/27  駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

平成２８年度 東京都知事杯 第7回 全国中学選抜レスリング選手権大会

入賞者⼀覧表

⼥⼦の部

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

34kg級 第1位 徳永 珠帆 トクナガ タマホ 愛知県 刈谷市⽴雁が⾳中学校 （刈谷） 1

34kg級 第2位 植松 夏鈴 ウエマツ カリン 静岡県 沼津市⽴大岡中学校 （沼津学園） 2

34kg級 第3位 村山 右京 ムラヤマ ウキョウ 東京都 練馬区⽴谷原中学校 （練馬谷原くらぶ） 1

37kg級 第1位 櫻井 はなの サクライ ハナノ ⾼知県 香南市⽴野市中学校 （⾼知クラブ） 2

37kg級 第2位 清岡 もえ キヨオカ モエ ⾼知県 ⾼知県⽴⾼知南中学校 （⾼知クラブ） 1

37kg級 第3位 荒井 光月 アライ ミツキ 神奈川県 横浜市⽴瀬谷中学校 （ゴキタジム） 1

40kg級 第1位 伊藤 海 イトウ ウミ 大阪府 関⻄大学中等部 （網野） 2

40kg級 第2位 藤波 朱理 フジナミ アカリ 三重県 四日市市⽴⻄朝明中学校 （いなべクラブ） 1

40kg級 第3位 元木 咲良 モトキ サクラ 埼玉県 埼玉栄中学校 （埼玉栄中学校） 3

44kg級 第1位 櫻井 つぐみ サクライ ツグミ ⾼知県 香南市⽴野市中学校 （⾼知クラブ） 3

44kg級 第2位 ⽚岡 梨乃 カタオカ リノ 千葉県 柏市⽴柏第⼆中学校 （パラエストラチームリバーサル） 3

44kg級 第3位 笠井 梨瑚 カサイ リコ 兵庫県 芦屋学園中学校 （⼀心館芦屋） 3

48kg級 第1位 稲垣 柚香 イナガキ ユズカ 三重県 津市⽴⼀志中学校 （⼀志ジュニア） 3

48kg級 第2位 ⼩川 玲奈 オガワ レナ 千葉県 船橋市⽴船橋中学校 （パラエストラチームリバーサル） 3

48kg級 第3位 土井 杏莉 ドイ アンリ 大阪府 豊中市⽴第⼗七中学校 （網野） 1

52kg級 第1位 徳原 姫花 トクハラ ヒメカ ⾼知県 ⾼知市⽴⼀宮中学校 （⼀宮中学校） 3

52kg級 第2位 佐々木 花恋 ササキ カレン 神奈川県 相模原市⽴弥栄中学校 （PHOENIX） 3

52kg級 第3位 ⽯井 亜海 イシイ アミ 群馬県 大泉町⽴北中学校 （ＯＳＡ） 252kg級 第3位 ⽯井 亜海 イシイ アミ 群馬県 大泉町⽴北中学校 （ＯＳＡ） 2

57kg級 第1位 髙山 凛⼦ タカヤマ リコ 栃木県 下野市⽴⽯橋中学校 （サンダーキッズ） 3

57kg級 第2位 竹下 葵 タケシタ アオイ 香川県 県⽴⾼松北中学校 （⾼松北中） 3

57kg級 第3位 福井 紀夏 フクイ ノリカ 兵庫県 芦屋学園中学校 （⼀心館芦屋） 3

62kg級 第1位 中井 ほのか ナカイ ホノカ 三重県 津市⽴⼀志中学校 （⼀志ジュニア） 3

62kg級 第2位 寺本 鈴 テラモト リン 三重県 四日市市⽴富⽥中学校 （四日市ジュニア） 2

62kg級 第3位 ⼩⽥ 梨英瑠 オダ リエル 群馬県 太⽥市⽴城東中学校 （⾜利ミニレス） 3

70kg級 第1位 鏡 優翔 カガミ ユウカ 東京都 北区⽴稲付中学校 （JWA） 3

70kg級 第2位 山本 和佳 ヤマモト ノドカ 三重県 津市⽴⼀志中学校 （⼀志ジュニア） 2

70kg級 第3位 ⻑島 ⽔城 ナガシマ ミズキ 静岡県 富⼠市⽴吉原第⼆中学校 （沼津学園） 3

優秀選手（大会会⻑賞）

櫻井 つぐみ サクライ ツグミ ⾼知県 香南市⽴野市中学校 （⾼知クラブ） 344kg級


