
2019/11/24  駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場

令和元年度　東京都知事杯　第10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 吉田 アリヤ ヨシダ アリヤ 東京都 北区立稲付中学校 JOCエリートアカデミー 1

38kg級 第2位 山鹿 辰士 ヤマガ タツジ 千葉県 流山市立八木中学校 松戸ジュニアレスリングクラブ 1

38kg級 第3位 大背戸 逞斗 オオセド タクト 東京都 所沢市立所沢中学校 TEAM ドン・キホーテ 2

41kg級 第1位 里中 飛雅 サトナカ ヒュウガ 岐阜県 輪之内町立輪之内中学校 羽島市レスリング連盟 2

41kg級 第2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 2

41kg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 2

44kg級 第1位 八隅 士和 ヤスミ シナ 東京都 世田谷区立芦花中学校 LOTUS世田谷 1

44kg級 第2位 伊藤 久遠 イトウ クオン 三重県 四日市市立桜中学校 いなべレスリングクラブ 3

44kg級 第3位 伊藤 海里 イトウ カイリ 北海道 帯広市立第四中学校 帯広レスリングクラブ 1

48kg級 第1位 松村 祥太郎 マツムラ ショウタロウ 大阪府 箕面市立第四中学校 吹田市民レスリング教室 3

48kg級 第2位 白川 剣斗 シラカワ ケント 佐賀県 鹿島市立西部中学校 鹿島レスリングクラブ 3

48kg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2中学校 パラエストラ　チームリバーサル 3

52kg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 3

52kg級 第2位 倉本 亮弥 クラモト リョウヤ 大阪府 吹田市立佐井寺中学校 吹田市民レスリング教室 3

52kg級 第3位 高橋 慧大 タカハシ ケイタ 千葉県 松戸市立牧野原中学校 松戸ジュニアレスリングクラブ 3

57kg級 第1位 秋山 大和 アキヤマ ヤマト 静岡県 焼津市立豊田中学校 焼津ジュニアレスリングスクール 3

57kg級 第2位 長谷川 虎次郎 ハセガワ コジロウ 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

57kg級 第3位 菅野 煌大 カンノ コウダイ 東京都 北区立稲付中学校 JOCエリートアカデミー 2

62kg級 第1位 松田 來大 マツダ ライタ 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

62kg級 第2位 山下 凌弥 ヤマシタ リョウヤ 埼玉県 草加市立松江中学校 BRAVE 3

62kg級 第3位 平井 友真 ヒライ ユウマ 山梨県 南アルプス市立白根巨摩中学校 yamanashi junior 3

68kg級 第1位 金子 晴翔 カネコ ハルト 茨城県 阿見町立阿見中学校 霞ヶ浦レスリングクラブ 3

68kg級 第2位 我満 直生 ガマン ナオキ 福井県 福井市立足羽第一中学校 福井レスリングクラブ 3

68kg級 第3位 飯塚 康太 イイヅカ コウタ 東京都 横浜市立六角橋中学校 東京農大ジュニアレスリングクラブ 3

75kg級 第1位 曽我部 凜太郎 ソガベ リンタロウ 愛媛県 今治市立立花中学校 今工クラブ 3

75kg級 第2位 高橋 侑臣 タカハシ ユウジン 高知県 高知県立高知南中学校 高知レスリングクラブ 3

75kg級 第3位 金澤 空大 カナザワ ソラト 千葉県 柏市立中原中学校 柏レスリングクラブ 2

85kg級 第1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 3

85kg級 第2位 矢作 元貴 ヤハギ ゲンキ 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3位 佐藤 秀一郎 サトウ シュウイチロウ 千葉県 八千代松陰中学校 八千代松陰中学校 3

110kg級 第1位 植木 優斗 ウエキ ユウト 栃木県 さくら市立氏家中学校 さくら市少年レスリングクラブ 3

110kg級 第2位 藤田 宝星 フジタ ホウセイ 茨城県 牛久市立牛久第一中学校 猛禽屋レスリングクラブ 1

110kg級 第3位 野村 尚吾 ノムラ ショウゴ 茨城県 土浦市立第四中学校 だっぺクラブ 3

最優秀選手（東京都知事杯）

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 352kg級


