
年 期日・場所

1999年 ６／12－13
（平11） 茨城県立スポーツセンター

2000年 ６／10－11
（平12） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

2001年 ６／９－10
（平13） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

2002年 ６／８－９
（平14） 茨城県立スポーツセンター

2003年 ６／７－８
（平15） 茨城県立スポーツセンター

2004年 ６／12－13
（平16） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

2005年 ６／11－12
（平17） 茨城県立スポーツセンター

2006年 ６／10－11
（平18） 茨城県立スポーツセンター

2007年 ６／23－24
（平19） 茨城県立スポーツセンター

2008年 ６／14－15
（平20） 茨城県立スポーツセンター

2009年 ６／13－14
（平21） 茨城県立スポーツセンター

2010年 ６／12－13
（平22） 茨城県立スポーツセンター

2011年 ６／11－12
（平23） 茨城県立スポーツセンター

（出場なし）

（出場なし）

佐藤 文香 宇野 杏奈
（京都・網野２） （京都・網野３） （栃木・雀宮３） （茨城・牛久南３） （神奈川・市ヶ尾３） （茨城・水戸四２）

（出場なし） （三重・富洲原３）

阿部 友香

堀内 優 三村 冬子 鈴木 幸子 高木 香耶 小保内 夏未

鈴木 幸子
（栃木・雀宮２）

40kg級

（京都・網野２）

坂井 のりこ
（福岡・香椎一３）

佐藤 文香
（茨城・水戸四１）

伊藤 純子
（秋田・本荘北３）

三村 冬子

（福島・荒海３）（三重・鳥羽東３） （秋田・勝平１） （京都・東宇治３）（静岡・門池１） （大阪・豊津西３） （大阪・関大一３）

（秋田・八郎潟３）（大阪・古江台１） （東京・高南２） （大阪・堺リベラル２） （東京・稲付２） （青森・造道３） （東京・稲付３）

（茨城・竹来２）

澤 葉菜子 加賀田 葵夏 河内 美樹 向田 真優 木村 遥陽 古市 雅子 土橋 奏珠

（東京・高南１） （千葉・八木が谷３） （福岡・企救２） （福岡・横代１） （東京・稲付３） （東京・稲付２）

（愛知・日進東３）

加賀田 葵夏 坂上 楓舞希 岡本 佳子 入江 くみ 花田 彩乃 古市 雅子 小林 由芽

（千葉・八木が谷２） （石川・津幡３） （東京・稲付２） （大阪・青山台３） （群馬・殖蓮３） （三重・鎌田３）

（千葉・木間ヶ瀬２）

坂上 楓舞希 川井 梨紗子 宮原 優 坂野 結衣 鈴木 紅夏 土性 沙羅 市川 ゆりか

（三重・久居西１） （富山・南星３） （群馬・千代田３） （三重・鎌田２） （三重・一志３） （愛知・大府北３）

（茨城・竹来３）

奥野 里菜 登坂 絵莉 金子 和 土性 沙羅 菅原 ひかり 坂本 希和 會澤 ひろの

（富山・高陵１） （茨城・水戸二３） （福岡・横代３） （神奈川・橘３） （三重・一志２） （千葉・木間ヶ瀬３）

（福島・田島１）

宮原 優 阿部 千波 入江 ゆき 浜田 千穂 菅原 ひかり 飯田 恵理 立野 千秋

（茨城・水戸二２） （千葉・松戸六３） （神奈川・橘２） （青森・戸山３） （島根・松江一３） （青森・八戸二３）

70kg級

山本 ゆりか
（静岡・大岡１）

湯田 雅美

58kg級

佐藤 文香

阿部 千波 鈴木 美織 浜田 千穂 嶋田 実結 渡利 璃穏 赤坂 美里

（茨城・水戸四３）

赤坂 美里
（青森・八戸二２）

46kg級

明尾 弥紀
（京都・網野３）

52kg級

伊藤 友莉香
（大阪・山田３）

64kg級37kg級

阿部 千波
（茨城・水戸二１）

41kg級

堀内  優
（京都・網野３）

全国中学生選手権（女子） 歴代優勝選手

57kg級 62kg級 70kg級

渡部 悠香 西牧 未央 鈴木 博恵

（大阪・吹田五） （大阪・西山田１）

（大阪・豊津西２）

48kg級

44kg級 48kg級 52kg級

野中 千尋 中濱 愛 大山 礼佳 馬越 真弓

鈴木 七恵

37kg級

44kg級 48kg級 52kg級

清水 明子
（山梨・上野原１）

馬越 真弓 前原 愛
（三重・亀山３）

谷田 愛美 国枝 美香

（岐阜・東山１） （三重・亀山１） （青森・白銀１）

34kg級 37kg級 40kg級

谷澤 直子 前原 愛 坂本 真喜子 藤本 沙貴 片渕 有紀 島守 朱美

62kg級

57kg級 62kg級

伊調 馨 田中 希枝
（青森・白銀３） （青森・長者３）

（栃木・雀宮３）

西牧 未央
（大阪・関大一２）

中田 絵理子

（大阪・関大一１） （京都・東宇治１）

（京都・西宇治３）

（大阪・天王１） （福岡・広徳１） （三重・亀山２） （栃木・雀宮２）

（三重・加茂）

鈴木 博恵鈴木 七恵

52kg級

西牧 未央
（静岡・裾野西１） （京都・西宇治２）

（三重・富洲原３）

瀬下 綾 前原 愛

57kg級

中田 絵理子

（出場なし）

40kg級 44kg級



年 期日・場所

2012年 ６／９－10
（平24） 茨城県立スポーツセンター

2013年 ６／８－９
（平25） 茨城県立スポーツセンター

2014年 ６／７－８
（平26） 茨城県立スポーツセンター

2015年 ６／13－１4
（平27） 茨城県立スポーツセンター

2016年 ６／11－12
（平28） 茨城・水戸市民体育館

2017年 ６／10－11
（平29） 茨城・水戸市民体育館

2018年 ６／９－10
（平30） 茨城・水戸市民体育館

年 期日・場所

2019年 ６／８－９
（令元） 茨城・アダストリアみとアリーナ

20２0年 ６／13－14

（令２） 茨城・アダストリアみとアリーナ

20２1年 ６／12－13

（令３） 茨城・アダストリアみとアリーナ

2022年 ６／11－12
（令4） 茨城・アダストリアみとアリーナ （東京・フィギュアフォー2） （香川・高松北中3）

木村 允希愛
（三重・桑名クラブ2） （青森・八戸クラブ1） （北海道・帯広クラブ2） （神奈川・NEXUS2） （三重・INABEアカデミー2） （高知・高知クラブ2） （京都・舞鶴クラブ2） （北海道・帯広クラブ3） （埼玉・日体大桜華中3）

小塚 菜々 下田 結月 森脇花乃 本多 結里菜中西　杏 佐々木 未桜 荒川 笑舞 勝目 結羽 野口 紗英 岩崎美優

（大阪・堺リベラル３） （佐賀・鳥栖１） （愛知・大府北３） （長崎・国見３）

小野 こなみ 茂呂 綾乃 内野 杏美
（茨城・牛久三１） （愛知・竜北１） （三重・笹川２） （三重・常磐３） （佐賀・鳥栖２） （三重・一志３） （兵庫・芦屋学園３）

66kg級 73kg級

鈴木 彩加 志貴 瑠那 川村 百花 眞柄 美和 尾西 桜 森川 晴凪 池畑 菜々 長谷川 姫花

（大阪・堺リベラル３）

33kg級 36kg級 39kg級 42kg級 46kg級 50kg級 54kg級 58kg級 62kg級

茂呂 綾乃 菅野 藍衣
（東京・八雲学園１） （兵庫・芦屋学園２） （佐賀・鳥栖１） （東京・稲付３） （高知・高知南３） （三重・西朝明３） （愛知・大府北２） （埼玉・埼玉栄３）

（大阪・寝屋川五３） （青森・東３） （三重・一志３）

大井 寿々 小幡 未羽 尾西 桜 坂本 由宇 清岡 もえ 藤波 朱理 山内 奏美

屶網 瑠夏 齊藤 美姫 山本 和佳
（三重・大安１） （兵庫・芦屋学園１） （高知・野市３） （大阪・関西大中３） （東京・千寿桜堤１） （東京・成城学園３）

弓矢 紗希 原田 渚 櫻井 はなの 伊藤 海 茂呂 綾乃 尾﨑 野乃香

内田 奈佑
（高知・一宮３）

（愛知・朝日３）

宮道 りん
（大阪・寝屋川五３） （高知・高知南３） （愛媛・日吉３）

（愛知・朝日３）（静岡・沼津三３）

近藤 凜

（高知・野市１） （三重・一志１） （東京・稲付３） （東京・稲付３） （大阪・堺リベラル３） （東京・稲付３）

（大阪・堺リベラル３）

櫻井 つぐみ 稲垣 柚香 田南部 夢叶 須崎 優衣 谷口 由夏 南條 早映 森川 美和 松雪 成葉 松雪 泰葉

三輪 奏歩 進藤 芽伊
（熊本・玉名１） （東京・稲付２） （東京・稲付２） （大阪・堺リベラル２） （東京・稲付２） （三重・久居西３） （青森・湊３） （千葉・野田一３）

70kg級

進藤 芽伊
（大阪・堺リベラル２）

井上 実奈梨 田南部 夢叶 須崎 優衣 谷口 由夏 南條 早映 奥野 春菜 熊野 ゆづる

向田 真優
（東京・稲付３）

57kg級

伊澤 星花
（栃木・姿川３）

62kg級

吉川 茉佑
（福井・灯明寺３）

須崎 優衣
（千葉・六実１）

34kg級 37kg級

中村 未優
（埼玉・埼玉栄２）

40kg級

金原 香澄

全国中学生選手権（女子） 歴代優勝選手－２

加賀田 葵夏
（東京・高南３）

河内 美樹
（大阪・堺リベラル３）（愛知・依佐美３）

44kg級 52kg級

伊藤 海 櫻井 つぐみ 下野 佑実 吉元 玲美那 田村 生吹

48kg級

（京都・網野３） （三重・一志１）

屶網 さら

（兵庫・芦屋学園３）

山本 和佳
（大阪・関西大中等部１） （高知・野市２） （京都・宮津３） （埼玉・埼玉栄３）

中井 ほのか 山本和佳
（石川・志賀３） （高知・野市２） （高知・野市３） （東京・成城学園２） （愛知・大和２）

徳原 姫花櫻井 つぐみ 尾﨑野乃香田中 はな 櫻井 はなの
（三重・一志３） （三重・一志２）

福井 紀夏

新型コロナウイルス感染拡大のため中止


