
４８ｋｇ級 入江　ゆき 自体校 加賀田　葵夏 青学 大高　梨紗 至学館大学 澤田　千優 青学
５３ｋｇ級 登坂　絵莉 東新住建 田中　亜里沙 京都八幡高校 谷山　菜緒 法政大学 内城　朝葉 至学館大学
５５ｋｇ級 奥野　春菜　 至学館大学 水口　瑠子 日本体育大学 守田　明日香 IPU 平田　菜々子 九州女子大
５８ｋｇ級 南條　早映 JWA/安部学院高 浜田　千穂 キッコーマン 望月　芙早乃 自体校 澤　葉菜子 至学館大学
６０ｋｇ級 岩澤　希羽 至学館大学 今川　朋乃伽 日本体育大学 香山　芳美 早稲田大学 葛谷　美瑠 日本体育大学
６３ｋｇ級 川井　友香子 至学館大学 矢後　愛佳 日本大学 屋比久　すず 国士舘大学 三輪　奏歩 東洋大学
６９ｋｇ級 森川　美和 安部学院高等学校 早川　まい 至学館大学 鈴木　芽衣 東洋大学 河内　美樹 日本体育大学
７５ｋｇ級 齋藤　未来 日本文理大学 阿部　梨乃 自体校 土橋　奏珠 至学館大学 小松　佑寧 法政大学
４６ｋｇ級 植野　麻奈美 網野高校 井上　実奈梨 北稜 清水　美海 網野高校 小坂　歩未 高山西高校
４９ｋｇ級 田村　生吹 網野高校 吉岡　紗希 いなべ総合高校 内山　結愛 霞ヶ浦高等学校 木井　たから 香ヶ丘リベルテ
５２ｋｇ級 今井　佑海 京都海洋 太田　若那 安部学院高等学校 三輪　柚奈 和歌山北 大橋　海寛 至学館高校
５６ｋｇ級 永本　聖奈 至学館高校 吉柴　未彩輝 安部学院高等学校 吉武　まひろ 島原高校 近藤　凜 高知南高校
６０ｋｇ級 小玉　彩天奈 高知東高校 類家　直美 至学館高校 河内　沙樹 香ヶ丘リベルテ 高山　凛子 至学館高校
６５ｋｇ級 中井　ほのか 至学館高校 大関　永優美 安部学院高等学校 上野　麻桜 樟南高等学校 伏部内　まこ 種市高校
７０ｋｇ級 鏡　優翔 JWA/帝京高校 福島　宇美 安部学院高等学校 長島　水城 安部学院高等学校 宮道　りん 今治工業高校
３４ｋｇ級 丸橋 杏 FFC 小幡　未羽 芦屋学園 近藤　楓香 刈谷レスリング 鷲谷　海帆 滑川ジュニア
３７ｋｇ級 眞柄　美和 JWA 原田　渚 芦屋学園 品川　あずき shingu 弓矢　紗希 いなべクラブ
４０ｋｇ級 坂本　由宇 AACC 本多 香里菜 FFC 荒井　光月 ゴキタジム 徳永　珠帆 刈谷レスリング
４４ｋｇ級 伊藤　海 網野 清岡　もえ 高知南中学校 中西　美結 一志ジュニア 米原　実穂 いなべクラブ
４８ｋｇ級 藤波　朱理 いなべクラブ 茂呂　綾乃 AACC 西田　紗織 ドン・キホーテ 山内　花音 堺リベラル
５２ｋｇ級 尾﨑　野乃香 成城学園中学校 内田　奈佑 I★W★C 山内　奏美 堺リベラル 土井　杏莉 網野
５７ｋｇ級 石井　亜海 OSA 屶網　瑠夏 エンジョイ 小灘　真愛 リアン 野﨑　咲良 四日市ジュニア
６２ｋｇ級 万木　蓮花 堺リベラル 寺本　鈴 四日市ジュニア 石田　千尋 斑鳩レスリング 高巣　菜々葉 吹田市民教室
７０ｋｇ級 山本　和佳 一志ジュニア 新倉　すみれ YJWC Phoebe Grabowski USAﾁｰﾑ
２８ｋｇ級 平田　葵 高松クラブ 川嶋　凛 焼津Jr. 井上いまり 佐久レスリング 漆原　香心 高松クラブ
３０ｋｇ級 大井 寿々 FFC 吉田　七名海 一志ジュニア 田中　優 ZUSHI 小林　優月 shingu
３３ｋｇ級 澤木　心愛 Fire Boys 松田　幸々 網野 小川　凜佳 四日市ジュニア 矢野　楓奈 吹田市民教室
３６ｋｇ級 尾西　桜 TOSU 内田　颯夏 舞鶴レスリング 竹内　美保子 YJWC 小松　咲桜 磯工ベアーズ
４０ｋｇ級 小野　こなみ KAMO B&G 小原　春佳 WAKOクラブ 山田　陽菜 福井クラブ 吉田　千沙都 一志ジュニア
４５ｋｇ級 ビャンバスレン　ハリウン 一志ジュニア 星野　レイ AACC 太田　早也香 WAKOクラブ 坂井　桜 ＨＡＳＨＩＭＡ

＋４５㎏級 藤本　夏妃 ＨＡＳＨＩＭＡ 北出　桃子 SJWC 永冨　礼 AACC 竹中　花音 TSURUGA

最優秀選手賞 ５５ｋｇ級 奥野　春菜　 至学館大学
優秀選手賞 ５８ｋｇ級 南條　早映 JWA/安部学院高

優秀選手賞 ６０ｋｇ級 小玉　彩天奈 高知東高校
優秀選手賞 ４８ｋｇ級 藤波　朱理 いなべクラブ
優秀選手賞 ３６ｋｇ級 尾西　桜 TOSU

会場：三島市民体育館
平成29年9月23・24日

第１2回全日本女子オープンレスリング選手権大会
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