
第８回全日本女子オープンレスリング選手権大会

４８ｋｇ級 岩群安奈 アイシンＡＷ 中谷亜依 自衛隊体育学校 渡辺由香 法政大 青野ひかる 日本大
５１ｋｇ級 田中亜里沙 早稲田大 矢後佑華 日本大 齋藤ほのか 法政大 金子和 早稲田大
５５ｋｇ級 堀内　優 自衛隊体育学校 池亀優希 自衛隊体育学校 望月芙早乃 環太平洋大 永石美智 九州共立大
５９ｋｇ級 早見なつみ 九州共立大 増田奈千 環太平洋大 加藤優希 環太平洋大
６３ｋｇ級 スヘー　ツェレンチメド 環太平洋大 伊藤友莉香 自衛隊体育学校 佐藤喜歌 自衛隊体育学校 上原榛奈 法政大
７２ｋｇ級 吉井瑞江 至学館大 新井明恵 法政大
３８ｋｇ級 田口あい マイスポ 斎藤あい 佐倉ジュニア
４３ｋｇ級 田中亜弥瑠 霞ヶ浦高 小坂泉生 マイスポ 磯本早紀子 美荻野女子高 吉崎祐衣 柳井学園高
４６ｋｇ級 奥野里菜 久居高 田邊優貴 安部学院高 浅倉栞南 韮崎高 五十嵐未帆 至学館高
４９ｋｇ級 山田海南江 安部学院高 加賀田葵夏 文大杉並高 内城陽夏 至学館高 谷山菜緒 香ヶ丘リベルテ高

５２ｋｇ級 向田真優 JOCアカデミー 石田千晃 香ヶ丘リベルテ高 木村遥陽 八戸工大一高 三浦美優 安部学院高
５６ｋｇ級 入江くみ 小倉商業高 廣瀬瑠実 安部学院高 川井友香子 至学館高 関下由希 八戸工大一高
６０ｋｇ級 樋口美賀子 香ヶ丘リベルテ高 香山芳美 安部学院高 矢後愛佳 安部学院高 今井栞海 京都海洋高
６５ｋｇ級 髙橋海寿々 大森学園高 源平彩南 安部学院高 笹岡愛香 高知東高 木村夕貴 安部学院高
７０ｋｇ級 古市雅子 JOCアカデミー 齋藤未来 安部学院高 土橋奏珠 至学館高 牧島涼 西邑楽高
３４ｋｇ級 小坂歩未 マイスポ 下野佑実 京都海洋教室 清水美海 網野町教室
４０ｋｇ級 須崎優衣 JOCアカデミー 植野麻奈美 網野町教室 平田菜々子 福原キッズ 田南部夢叶 JOCアカデミー
４４ｋｇ級 屶網さら エンジョイクラブ 平田彩夏 グラッップラーズ 木井さくら 堺リベラル中 小玉彩天奈 高知一宮中
４８ｋｇ級 南條早映 JOCアカデミー 谷口由夏 堺リベラル中 井出千晴 佐久市教室 岩澤希羽 八戸ｸﾗﾌﾞ
５２ｋｇ級 奥野春菜 一志ジュニア 河内沙樹 堺リベラル中 成國琴音 文大杉並中 樋口耀 リベラルキッズ
５７ｋｇ級 熊野ゆづる 八戸ｸﾗﾌﾞ 松雪泰葉 刈谷チビッコ 増山汐音 千代田ジュニア 松雪成葉 刈谷チビッコ
６２ｋｇ級 丸山栞和 長泉ＦＡ 三輪奏歩 野田一中 飯田静 リバーサル
７０ｋｇ級 進藤芽伊 堺リベラル中 清水丹音 沼津クラブ 小林奏音 邑楽ジュニア
２６ｋｇ級 伊藤未羽 四日市ジュニア 植松夏鈴 沼津学園 土井陶子 サンダーキッズ 細川あい 網野町教室
２８ｋｇ級 櫻井はなの 高知クラブ 中西美結 一志ジュニア 伊藤乃愛 四日市ジュニア
３０ｋｇ級 伊藤海 吹田市民教室 笠井梨瑚 焼津ジュニア 藤邉喜愛 東伊豆ジュニア 中川みのり 新宮ジュニア
３３ｋｇ級 櫻井つぐみ 高知クラブ 片岡梨乃 リバーサル 嶋田英莉 京都海洋教室 新井千里 沼津クラブ
３６ｋｇ級 小川玲奈 小玉Jr. 佐藤麗茉 ロータス世田谷 北村鞠弥 清水ドリームス 瀬野有紗 高松クラブ
４０ｋｇ級 稲垣柚香 四日市ジュニア 佐々木花恋 PHOENIX 根本星来 BISON'S 徳原姫花 極東ジュニア
４５ｋｇ級 中井ほのか 刈谷チビッコ 高山凛子 サンダーキッズ 石井亜海 おおたアカデミー 竹下葵 高松クラブ
＋４５㎏級 鏡優翔 サンダーキッズ 長島水城 沼津学園 屶網瑠夏 エンジョイクラブ 山根緑 サンダーキッズ
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賞

４９ｋｇ級 山田海南江 安部学院高
優秀選手賞 ５１ｋｇ級 田中亜里沙 早稲田大
優秀選手賞 ６０ｋｇ級 樋口美賀子 香ヶ丘リベルテ高

優秀選手賞 ４４ｋｇ級 屶網さら エンジョイクラブ

優秀選手賞 ３０ｋｇ級 伊藤海 吹田市民教室

会場：三島市民体育館
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