
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

女子の部

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

33kg級 第1位 村山 左都 ムラヤマ サツキ 東京都 練馬区立谷原中学校 練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ 1

33kg級 第2位 上岡 七翠 カミオカ ナナミ 奈良県 広陵町立真美ヶ丘中学校 大和広陵レスリングクラブ 1

33kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

36kg級 第1位 大井 寿々 オオイ スズ 東京都 八雲学園中学校 フィギュアフォークラブ 1

36kg級 第2位 近藤 楓香 コンドウ フウカ 愛知県 知立市立知立中学校 刈谷レスリングクラブ 2

36kg級 第3位 岡田 夢生 オカダ ユウ 石川県 志賀町立志賀中学校 志賀町ジュニアレスリング教室 1

39kg級 第1位 小幡 未羽 オバタ ミウ 兵庫県 芦屋学園中学校 芦屋学園中学校 2

39kg級 第2位 安田 あくる ヤスダ アクル 東京都 三郷市立瑞穂中学校 フィギュアフォークラブ 2

39kg級 第3位 品川 あずき シナガワ アズキ 和歌山県 新宮市立城南中学校 新宮ジュニアレスリングクラブ 3

42kg級 第1位 尾西 桜 オニシ サクラ 佐賀県 鳥栖市立鳥栖中学校 鳥栖レスリングクラブ 1

42kg級 第2位 眞柄 美和 マガラ ミワ 三重県 四日市市立常磐中学校 四日市ジュニアレスリングクラブ 2

42kg級 第3位 太田 真蓉 オオタ マヨ 埼玉県 流山市立北部中学校 栄魂倶楽部JWS 3

46kg級 第1位 坂本 由宇 サカモト ユウ 東京都 北区立稲付中学校 JOCエリートアカデミー 3

46kg級 第2位 本多 香里菜 ホンダ カリナ 東京都 目黒区立東山中学校 フィギュアフォークラブ 2

46kg級 第3位 山下 叶夢 ヤマシタ カノン 香川県 香川県立高松北中学校 高松北中学校 2

50kg級 第1位 清岡 もえ キヨオカ モエ 高知県 高知県立高知南中学校 高知レスリングクラブ 3

50kg級 第2位 岡田 愛生 オカダ アミ 石川県 志賀町立志賀中学校 志賀町ジュニアレスリング教室 3

50kg級 第3位 浅倉 巧留 アサクラ タクル 千葉県 柏市立柏第二中学校 チームリバーサル 2

54kg級 第1位 藤波 朱理 フジナミ アカリ 三重県 四日市市立西朝明中学校 いなべレスリングクラブ 3

54kg級 第2位 長谷川 姫花 ハセガワ ヒメカ 大阪府 堺リベラル中学校 堺リベラル中学校レスリング部 2

54kg級 第3位 山内 花音 ヤマノウチ カノン 大阪府 堺リベラル中学校 堺リベラル中学校レスリング部 3

58kg級 第1位 山内 奏美 ヤマノウチ カナミ 大阪府 堺リベラル中学校 堺リベラル中学校レスリング部 3

58kg級 第2位 伊藤 渚 イトウ ナギサ 三重県 東員町立東員第一中学校 いなべレスリングクラブ 2

58kg級 第3位 土井 杏莉 ドイ アンリ 京都府 豊中市立第十七中学校 網野町少年レスリング教室 3

62kg級 第1位 茂呂 綾乃 モロ アヤノ 愛知県 大府市立大府北中学校 至学館クラブ 2

62kg級 第2位 藤本 夏妃 フジモト ナツキ 岐阜県 岐阜市立境川中学校 羽島市レスリング連盟 1

62kg級 第3位 髙巢 菜々葉 タカス ナナハ 大阪府 関西大学第一中学校 吹田市民レスリング教室 2

66kg級 第1位 藤倉 優花 フジクラ ユウカ 群馬県 邑楽町立邑楽南中学校 邑楽ジュニアレスリングクラブ 3

66kg級 第2位 岡﨑 花梨 オカザキ カリン 愛媛県 宇和島市立城南中学校 城南中学校 3

66kg級 第3位 中村 旭 ナカムラ アサヒ 新潟県 新潟市立鳥屋野中学校 巻っずレスリングクラブ 2

73kg級 第1位 菅野 藍衣 カンノ アイ 埼玉県 埼玉栄中学校 埼玉栄中学校 3

73kg級 第2位 駒田 真琴 コマダ マコト 静岡県 裾野市立富岡中学校 沼津レスリングクラブ 2

73kg級 第3位 内野 杏美 ウチノ アミ 長崎県 雲仙市立国見中学校 島原レスリングスク－ル 2

最優秀選手（大会会長賞）

藤波 朱理 フジナミ アカリ 三重県 四日市市立西朝明中学校 いなべレスリングクラブ 354kg級


