
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

男子の部

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

35kg級 第1位 坂本 大悟 サカモト ダイゴ 東京都 ⽇本工業大学駒場中学校 （⽇工大駒場） 2

35kg級 第2位 向⽥ 旭登 ムカイダ アキト 三重県 四⽇市市⽴南中学校 （四⽇市ジュニア） 1

35kg級 第3位 池⽥ 拓人 イケダ タクト 京都府 舞鶴市⽴城北中学校 （舞鶴クラブ） 1

38kg級 第1位 ⽥南部 魁星 タナベ カイセイ 東京都 品川区⽴浜川中学校 （六機kids） 2

38kg級 第2位 荒⽊ 瑞生 アラキ ミズキ 熊本県 玉名市⽴有明中学校 （タイガーキッズ） 3

38kg級 第3位 時原 礼 トキハラ ライ 神奈川県 相模原市⽴上溝南中学校 （PHOENIX） 1

42kg級 第1位 髙橋 海大 タカハシ コウタ 静岡県 焼津市⽴大富中学校 （焼津jr.） 1

42kg級 第2位 弓矢 健人 ユミヤ ケント 三重県 いなべ市⽴大安中学校 （いなべクラブ） 1

42kg級 第3位 尾⻄ 大河 オニシ タイガ 佐賀県 鳥栖市⽴鳥栖中学校 （鳥栖レスリングクラブ） 1

47kg級 第1位 芹沢 雄生 セリザワ ユウキ 大阪府 池⽥市⽴⽯橋中学校 （吹⽥教室） 3

47kg級 第2位 野坂 晃誠 ノサカ コウセイ 福井県 福井市⽴明倫中学校 （ＦＵＫＵＩえんま） 3

47kg級 第3位 宇⼾平 莞爾 ウドヒラ カンジ 三重県 津市⽴久居中学校 （一志ジュニア） 3

53kg級 第1位 藤⽥ 颯 フジタ ハヤト 三重県 桑名市⽴光陵中学校 （いなべクラブ） 3

53kg級 第2位 弓矢 暖人 ユミヤ ハルト 三重県 いなべ市⽴大安中学校 （いなべクラブ） 3

53kg級 第3位 塩谷 優 シオタニ ユウ 東京都 ⽇本工業大学駒場中学校 （⽇工大駒場） 3

59kg級 第1位 竹下 航生 タケシタ コウセイ ⾹川県 県⽴高松北中学校 （高松北中） 3

59kg級 第2位 計良 涼介 ケラ リョウスケ 東京都 成⽴学園中学校 （TEAM ドン・キホーテ） 2

59kg級 第3位 萩原 大和 ハギワラ ヤマト 埼玉県 久喜市⽴鷲宮中学校 （ハナサキジュニア） 359kg級 第3位 萩原 大和 ハギワラ ヤマト 埼玉県 久喜市⽴鷲宮中学校 （ハナサキジュニア） 3

66kg級 第1位 佐藤 匡記 サトウ マサキ 東京都 北区⽴稲付中学校 （JWA） 3

66kg級 第2位 高⽥ 煕 タカタ ヒカル 三重県 御浜町⽴尾呂志学園中学校 （新宮ジュニア） 3

66kg級 第3位 葛岡 海斗 クズオカ カイト ⾹川県 多度津町⽴多度津中学校 （多度津中学校） 3

73kg級 第1位 山⽥ 脩 ヤマダ シュウ 愛知県 扶桑町⽴扶桑北中学校 （ゼントータル） 3

73kg級 第2位 山倉 孝介 ヤマクラ コウスケ 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

73kg級 第3位 北脇 ⾹ キタワキ キョウ 東京都 ⽇本工業大学駒場中学校 （⽇工大駒場） 1

85kg級 第1位 ⽥中 勝大 タナカ マサヒロ ⾹川県 多度津町⽴多度津中学校 （多度津中学校） 3

85kg級 第2位 合⽥ 悠悟 アイダ ユウゴ 東京都 港区⽴六本⽊中学校 （AACC） 2

85kg級 第3位 三浦 哲史 ミウラ サトシ 京都府 京丹後市⽴網野中学校 （網野） 2

100kg級 第1位 出頭 海 シュットウ カイ 茨城県 ⿅嶋市⽴大野中学校 （カシマクラブ） 3

100kg級 第2位 ⽬⿊ 優太 メグロ ユウタ 岡山県 倉敷市⽴北中学校 （倉敷レスリング） 3

100kg級 第3位 澤⽥ 雄斗 サワダ ユウト 東京都 大⽥区⽴大森第七中学校 （大森クラブ） 3

優秀選手（東京都知事杯）

山⽥ 脩 ヤマダ シュウ 愛知県 扶桑町⽴扶桑北中学校 （ゼントータル） 373kg級


