
2018/11/25  駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場

平成30年度　東京都知事杯　第9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

38kg級 第1位 勝目 大翔 カツメ ダイト 神奈川県 横須賀市立不入斗中学校 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 2

38kg級 第2位 小岩 皆人 コイワ ミナト 千葉県 鎌ケ谷市立第二中学校 松戸ジュニアレスリングクラブ 1

38kg級 第3位 坂本 輪 サカモト リン 東京都 渋谷区立代々木中学校 AACC 1

41kg級 第1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 2

41kg級 第2位 金澤 孝羽 カナザワ コハク 東京都 練馬区立三原台中学校 AACC 1

41kg級 第3位 ガレダギ 敬一 ガレダギ ケイワン 東京都 北区立稲付中学校 JOCエリートアカデミー 1

44kg級 第1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 3

44kg級 第2位 上村 律心 カミムラ リッシン 高知県 高知県立高知南中学校 高知レスリングクラブ 2

44kg級 第3位 中村 真翔 ナカムラ マナト 三重県 鳥羽市立鳥羽東中学校 鳥羽ジュニアレスリングクラブ 1

48kg級 第1位 須田 宝 スダ タカラ 長崎県 大村市立郡中学校 OMURA TOP TEAM 2

48kg級 第2位 宮原 健史郎 ミヤハラ ケンシロウ 山口県 周南市立富田中学校 ファイブ☆スターレスリングエリートアカデミー 3

48kg級 第3位 柴山 鷹成 シバヤマ ヨウセイ 福岡県 北九州市立吉田中学校 北九州レスリングクラブ 3

52kg級 第1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 3

52kg級 第2位 細川 周 ホソカワ マコト 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 2

52kg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 3

57kg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 3

57kg級 第2位 山路 太心 ヤマジ タイシン 和歌山県 泉南市立西信達中学校 和歌山レスリングクラブ 3

57kg級 第3位 小澤 楽翔 オザワ ガクト 山梨県 甲府市立南中学校 山梨ジュニアレスリングクラブ 3

62kg級 第1位 小野 正之助 オノ マサノスケ 佐賀県 鳥栖市立鳥栖中学校 鳥栖レスリングクラブ 3

62kg級 第2位 保坂 典樹 ホサカ テンジュ 秋田県 秋田市立泉中学校 秋田県レスリング協会 3

62kg級 第3位 工藤 大知 クドウ ダイチ 三重県 津市立一志中学校 一志ジュニアレスリング教室 3

68kg級 第1位 高原 崇陽 タカハラ スバル 岐阜県 高山市立東山中学校 マイスポーツハウス 3

68kg級 第2位 井上 葉月 イノウエ ハヅキ 高知県 高知市立一宮中学校 一宮中学校 3

68kg級 第3位 屶網 剣勝 ナタミ ケンショウ 大阪府 寝屋川市立第五中学校 エンジョイレスリングクラブ 2

75kg級 第1位 藤澤 創 フジサワ ハジメ 京都府 箕面市立第４中学校 網野町少年レスリング教室 3

75kg級 第2位 城所 拓馬 キドコロ タクマ 群馬県 太田市立太田中学校 おおたスポーツアカデミー 3

75kg級 第3位 今井 海陽 イマイ カイヨウ 京都府 宮津市立栗田中学校 京都海レスリング教室 3

85kg級 第1位 濱田 豊喜 ハマダ トヨキ 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 3

85kg級 第2位 稲本 喬弘 イナモト タカヒロ 長崎県 雲仙市立国見中学校 有明レスリングクラブ 3

85kg級 第3位 菊地 一瑳 キクチ イッサ 埼玉県 埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 2

110kg級 第1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 日本工業大学駒場中学校 3

110kg級 第2位 島袋 健裕 シマブクロ ケンユウ 沖縄県 読谷村立読谷中学校 嘉手納レスリングクラブ 3

110kg級 第3位 宇都宮 快斗 ウツノミヤ カイト 埼玉県 埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 1

最優秀選手（東京都知事杯）

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 357kg級


