
年 場   所

年 場   所 52kg級

1998 ５／３－５
神奈川・明学大横浜体育館

1999 ４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック（カデット） 歴代優勝選手（女子）

56kg級 60kg級 65kg級 70kg級

※1994～97年はカデット・ジュニア合同で「女子」として実施。

38kg級 40kg級 43kg級 46kg級 49kg級

（福岡・青山スポーツ）

（三重・四日市ク） （清水ドリームス） （京都・網野高）

（三重・久居高） （神奈川・横須賀ジュニア） （愛知・中京女大付高）

（鹿児島・鹿屋中央高） （福岡・青山ク） （愛知・中京女大付高） （三重・久居高） （千葉・関宿クラブ） （愛知・中京女大付高） （埼玉・埼玉栄高）

2000 ４／22－23
神奈川・横浜文化体育館

馬越 真弓 竹中 奈々 平岡 深雪

【出場なし】
（静岡・清水ドリームス） （大阪・竹中道場） （静岡・沼津城北高） （鹿児島・鹿屋中央高）

池田 弘美 西牧 未央 伊調 馨 田中 希枝 宇野 祥弥 寺元 梓美
（大阪・吹田市民教室） （京都・網野高） （埼玉・埼玉栄高） （京都・網野高） （大阪・関大一中） （愛知・中京女大附高） （三重・鳥羽ジュニア） （三重・四日市ジュニア） （愛知・中京女大附高）

2001 ４／28－29
神奈川・横浜文化体育館

谷田 愛実 中浜 愛 船津 友里 前原 愛 鈴木 七恵 蓮沼 美幸 西牧 未央 比留間 佳江 宇野 祥弥 寺元 梓美
（静岡・裾野西中） （三重・鳥羽東中） （埼玉・東洋大倶楽部） （三重・亀山中） （栃木・雀宮中） （千葉・関宿高） （大阪・関大一中） （埼玉・埼玉栄高） （三重・四日市四郷高） （愛知・中京女大付高）

2002 ４／27－28
神奈川・横浜文化体育館

三村 冬子 中浜 愛 国枝 美香 片渕 有紀 坂本 真喜子 渡部 悠香 西牧 未央 宇野 祥弥 田中 希枝 新海 真美
（京都・網野中） （三重・鳥羽ジュニア） （大阪・吹田市民教室） （栃木・足利工大付高） （愛知・中京女大付高） （福島・荒海中） （大阪・関大一中） （三重・四日市四郷高） （愛知・中京女大付高） （滋賀・日野高）

2003 ４／26－27
神奈川・横浜文化体育館

荒川 早紀恵 岡谷 恵利 野中 千尋 片渕 有紀 馬越 真弓 柴田 瑞穂 西牧 未央 中田 絵理子 柾家 富美香 田中 希枝
（栃木・みぶチビッコ） （東京・木口道場） （静岡・沼津クラブ） （栃木・足利工大付高） （京都・立命館宇治高） （愛知・中京女大付高） （愛知・中京女大付高） （京都・立命館宇治高） （岩手・宮古商高） （愛知・中京女大付高）

2004 ４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

堀内 優 藤川 千晶 三村 冬子 鈴木 綾乃 鈴木 幸子 渡部 悠香 馬越 真弓 渡部 沙織 鈴木 博恵 榎本 美希
（京都・網野教室） （埼玉・和光クラブ） （京都・網野教室） （千葉・松戸ジュニア） （栃木・みぶチビッコ） （福島・田島高） （京都・立命館宇治高） （福島・荒海中） （京都・立命館宇治高） （三重・四日市四郷高）

2005 ４／23－24
神奈川・横浜文化体育館

阿部 千波 坂本 友里恵 堀内 優
（愛知・至学館高） （福島・荒海中）

三村 冬子 鈴木 幸子 山内 佳子 梶田 瑞華 井上 佳子 渡部 沙織

清水 愛 津田 香耶

榎本 美希
（茨城・水戸市少年団） （岩手・宮古商高） （京都・網野町少年教室） （京都・網野高） （栃木・壬生高） （青森・青森商高） （愛知・至学館高）

（埼玉・埼玉栄高） （東京・安部学院高）

（三重・四日市四郷高）

2006 ４／22－23
神奈川・横浜文化体育館

阿部 千波 鈴木 美織 浜田 千穂 堀内 優 西 のどか

明尾 弥紀 堀内 優

渡利 璃穏 渡部 沙織 宇野 杏奈
（茨城・水戸市レスリング） （千葉・松戸ジュニア） （東京・GOLD KIDS） （京都・網野高） （埼玉・埼玉栄高）

（京都・網野高） （愛知・至学館高）

（島根・松江ク） （福島・田島高） （三重・四日市四郷高）

2007 ４／21－22
神奈川・横浜文化体育館

阿部 千波 植野 さくら 長沼 美香
（茨城・水戸市少年団） （京都・網野高） （岐阜・岐阜工高） （京都・網野高） （京都・網野高） （東京・安部学院高） （東京・安部学院高） （東京・安部学院高）

久田 亜希子 山本 真由美
（三重・久居高）

鈴木 綾乃 伊藤 友莉香 佐藤 文香 歌田 圭純 飯島 千晶

65kg級 70kg級

本橋 裕子 竹中 奈々 松岡 晴由 野口 美香 世良 桃子 吉田 沙保里 横山 映利子 【出場なし】

2008 ４／26－27
神奈川・横浜文化体育館

奥野 里菜 宮原 優 植野 さくら 鈴木 美織
（三重・一志ジュニア） （JWA／東京・安部学院高） （京都・網野高） （東京・安部学院高）

明尾 弥紀 浜田 千穂 木下 茜 伊藤 友莉香 歌田 圭純 橋本 千紘
（京都・網野高） （東京・日本工大駒場高） （埼玉・埼玉栄高） （京都・網野高） （東京・安部学院高） （東京・安部学院高）

2009 ４／25－26
神奈川・横浜文化体育館

坂上 楓舞希 奥野 里菜 岡本 佳子 阿部 千波
（東京・GOLD KIDS） （三重・一志ジュニア教室） （福岡・北九州ク） （愛知・至学館高）

太田 理穂 田中 亜里沙 伊藤 彩香 村田 夏南子 土性 沙羅 橋本 千紘
（山口・柳井学園高） （埼玉・埼玉栄高） （愛知・至学館高） （JWA／東京・安部学院高） （三重・一志ジュニア） （東京・安部学院高）

2010 ４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

五十嵐 未帆 坂上 楓舞希 岡本 佳子 宮原 優
（千葉・関宿ク） （東京・GOLD KIDS） （福岡・北九州ク） （JWA／東京・安部学院高）

入江 ななみ 増田 奈千 坂野 結衣 土性 沙羅 斉藤 未来 阿部 梨乃
（福岡・北九州ク） （大阪・堺女高） （東京・安部学院高） （愛知・至学館高） （千葉・西武台中） （東京・安部学院高）

2011 ４／23－24
神奈川・横浜文化体育館

上野 智子 五十嵐 未帆 加賀田 葵夏 片桐 左智
（東京・GOLD KID'S） （千葉・関宿クラブ） （東京・GOLD KID'S） （大阪・堺女高） （JWA） （東京・安部学院高）

入江 ななみ 木村 安里 坂野 結衣 香山 芳美 古市 雅子 阿部 梨乃

2012 ４／21－22
神奈川・横浜文化体育館

須﨑 優衣 大高 梨紗 浅倉 栞南 加賀田 葵夏

比留間 佳江

（福岡・小倉商高） （ＪＯＣエリートアカデミー）

入江 ななみ 向田 真優 廣瀬 瑠実 香山 芳美 古市 雅子 阿部 梨乃

（福岡・小倉商高）

（JWA／東京・安部学院高） （東京・安部学院高）

世良 桃子 服部 担子 吉田 沙保里 初見 絵里花 山本 真由美
（埼玉・東洋大ク）

（東京・安部学院高） （東京・安部学院高）（千葉・松戸ジュニア） （茨城・大子ジュニア） （東京・GOLD KID'S） （東京・GOLD KID'S）

（群馬・西邑楽高） （東京・安部学院高） （東京・安部学院高）

52kg級 56kg級 60kg級

前原 愛

国枝 美香
（大阪・吹田市民教室）

本橋 裕子 竹中 奈々 船津 友里 野口 美香

36kg級 38kg級 40kg級 43kg級 46kg級 49kg級



年 場   所

年 場   所

（以後、男子のみの大会へ）

（熊本・北稜高） （JWA／東京・帝京高） （東京・安部学院高） （愛知・至学館高） （岐阜・中京高） （JWA／東京・帝京高）
大野 真子 尾﨑 野乃香 石井 亜海 中井 ほのか 寺本 鈴 鏡優 翔2018 ４／14～15

神奈川・横浜文化体育館

横山 心音 植野 晏奈 伊藤 海 藤波 朱理
（高知・岡豊高） （大阪・堺リベラル高） （京都・網野高） （三重・いなべクラブ）

（大阪・香ヶ丘リベルテ高） （大阪・香ヶ丘リベルテ高） （福岡・小倉商高） （愛知・至学館高） （山口・ＹＷＦアカデミー） （静岡・沼津クラブ）
谷山 菜緒 河内 美樹 入江 くみ 川井 友香子 田中 志歩 清水 丹音

2014 ４／26－27
神奈川・横浜文化体育館

吉元 玲美那 田南部 夢叶 須崎 優衣 五十嵐 未帆
（埼玉・埼玉栄中） （JWA） （JWA） （愛知・至学館高）

（東京・文化学園大杉並高） （JWA／東京・安部学院高） （福岡・小倉商高） （青森・八戸工大一高） （東京・安部学院高） （東京・安部学院高）
加賀田 葵夏 向田 真優 入江 くみ 榎本 美鈴 源平 彩南 齋藤 未来

2013 ４／27－28
神奈川・横浜文化体育館

須崎 優衣 中村 未優 田中 亜弥瑠 五十嵐 未帆
（JWA） （埼玉・埼玉栄中） （茨城・霞ヶ浦高） （愛知・至学館高）

38kg級 40kg級 43kg級 70kg級46kg級 49kg級 52kg級 56kg級 60kg級 65kg級

2015 ４／25－26
神奈川・横浜文化体育館

下野 佑実 田南部 夢叶 須﨑 優衣
（京都・京都海洋教室） （JWA／東京・帝京高） （JWA／東京・安部学院高）

五十嵐 彩季 南條 早映 奥野 春菜 三輪 奏歩 小玉 彩天奈 松雪 泰葉
（愛知・星城高） （JWA／東京・安部学院高） （三重・久居高） （東京・安部学院高） （高知・高知東高） （愛知・至学館高）

2016 ４／23－24
神奈川・横浜文化体育館

伊藤 海 櫻井 つぐみ 植野 麻奈美 吉村 涼菜
（京都・網野町少年教室） （高知・高知クラブ） （京都・網野高） （埼玉・埼玉栄高）

稲垣 柚香 五十嵐 彩季 澤 葉菜子 小玉 彩天奈 森川 美和 松雪 泰葉
（三重・一志ジュニア教室） （愛知・星城高） （愛知・至学館高） （高知・高知東高） （東京・安部学院高） （愛知・至学館高）

2017 ４／22－23
神奈川・横浜文化体育館

原田 渚 櫻井 はなの 伊藤 海 吉元 玲美那
（兵庫・芦屋学園中） （高知・高知クラブ） （京都・網野町少年クラブ） （埼玉・埼玉栄高） （愛知・至学館高） （高知・高知南高） （愛知・至学館高） （JWA/東京・帝京高）

吉村 涼菜 今井 佑海 永本 聖奈 近藤 凛 中井 ほのか 鏡 優翔

40kg級 43kg級 46kg級 49kg級

（埼玉・埼玉栄高） （京都・海洋高）

【出場なし】

ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック（カデット） 歴代優勝選手（女子）－２

53kg級 57kg級 61kg級 65kg級 69kg級 73kg級


