
2017/11/26  駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場
平成２9年度 東京都知事杯 第8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 伊藤 洋行 イトウ ヨウコウ 秋田県 潟上市立天王中学校 天王キッズクラブ 1

35kg級 第2位 菊地 優太 キクチ  ユウタ 東京都 大田区立大森第六中学校 AACC 1

35kg級 第3位 高野 航成 タカノ コウセイ 千葉県 取手市立取手第二中学校 パラエストラ 1

38kg級 第1位 西内 悠人 ニシウチ ユウト 高知県 高知県立高知南中学校 高知レスリングクラブ 1

38kg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 四日市ジュニアレスリングクラブ 2

38kg級 第3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 日本工業大学駒場中学校レスリング部 3

42kg級 第1位 五木田 琉 ゴキタ リュウ 東京都 町田市立町田第一中学校 GOKITA GYM 2

42kg級 第2位 黒田 佳吏夫 クロダ カリフ 島根県 雲南市立加茂中学校 加茂B&Gレスリングクラブ 2

42kg級 第3位 冨山 悠真 トミヤマ ユウマ 茨城県 つくば市立谷田部中学校 Ｔ－ＫＩＤＳレスリングクラブ 2

47kg級 第1位 弓矢 健人 ユミヤ ケント 三重県 いなべ市立大安中学校 いなべレスリングクラブ 2

47kg級 第2位 尾西 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 2

47kg級 第3位 松浦 央義 マツウラ チカヨシ 京都府 京丹後市立網野中学校 網野町少年レスリング教室 3

53kg級 第1位 高橋 海大 タカハシ コウタ 東京都 北区立稲付中学校 ＪＯＣエリートアカデミー 2

53kg級 第2位 荻野 海志 オギノ カイジ 埼玉県 私立埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 2

53kg級 第3位 加賀田 柊生 カガタ シュウ 東京都 杉並区立高南中学校 GOLD KID'S 3

59kg級 第1位 永石 亮太 ナガイシ リョウタ 東京都 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 GOLD KID'S 3

59kg級 第2位 ⾧谷川丈一郎 ハセガワ ジョウイチロウ 栃木県 宇都宮市立陽南中学校 下野サンダーキッズレスリング 3

59kg級 第3位 須田 快晴 スダ カイセイ ⾧崎県 大村市立郡中学校 大村ジュニアレスリングクラブ 3

66kg級 第1位 鈴木 大樹 スズキ ダイジュ 神奈川県 厚木市立依知中学校 東海ジュニアレスリングクラブ 3

66kg級 第2位 五十嵐 文彌 イガラシ フミヤ 埼玉県 私立埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 2

66kg級 第3位 藤澤  創 フジサワ ハジメ 京都府 箕面市立第四中学校 網野町少年レスリング教室 2

73kg級 第1位 西田 衛人 ニシダ エイト 大阪府 枚方市立枚方中学校 エンジョイレスリングクラブ 3

73kg級 第2位 小柴 伊織 コシバ イオリ 佐賀県 鳥栖市立鳥栖中学校 鳥栖レスリングクラブ 3

73kg級 第3位 山口 蓮汰 ヤマグチ レンタ 静岡県 焼津市立大富中学校  焼津リトルファイターズ 3

85kg級 第1位 神原 弘渡 カンバラ ヒロト 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 清水 大輔 シミズ ダイスケ 富山県 滑川市立早月中学校 滑川ジュニアレスリングチーム 3

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 網野町少年レスリング教室 3

100kg級 第1位 梅田 海星 ウメダ カイセイ 秋田県 潟上市立天王中学校 飯田川スポーツ少年団 3

100kg級 第2位 佐藤 琉絢 サトウ リュウケン 神奈川県 大磯町立大磯中学校 神奈川県レスリング協会 2

100kg級 第3位 新井 裕太 アライ ユウタ 茨城県 龍ケ崎市立城ノ内中学校 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ 3

優秀選手（東京都知事杯）

鈴木 大樹 スズキ ダイジュ 神奈川県 厚木市立依知中学校 東海ジュニアレスリングクラブ 366kg級


