
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

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 井上 いまり イノウエ イマリ 長野県 佐久市立浅間中学校 佐久市レスリング教室クラブ 1

33kg級 第2位 清水 萌里 シミズ　 モエリ 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 3

33kg級 第3位 舘下 姫朋 タテシタ キホ 岩手県 宮古市立津軽石中学校 山田レスリング 1

36kg級 第1位 升田 夏実 マスダ ナツミ 京都府 宮津市立栗田中学校 京都海洋レスリング教室 1

36kg級 第2位 藤本 穂華 フジモト ホノカ 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 1

36kg級 第3位 平田 葵 ヒラタ アオイ 香川県 高松市立龍雲中学校 高松レスリングクラブ 1

39kg級 第1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 2

39kg級 第2位 吉田 七名海 ヨシダ ナナミ 三重県 津市立一志中学校 一志ジュニアレスリング教室 1

39kg級 第3位 土井 海亜奈 ドイ ラアナ 青森県 十和田市立東中学校 十和田レスリングクラブ 2

42kg級 第1位 大井 寿々 オオイ スズ 東京都 世田谷区立駒留中学校 フィギュアフォークラブ 2

42kg級 第2位 松田 幸々 マツダ ココ 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 1

42kg級 第3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 3

46kg級 第1位 内田 颯夏 ウチダ ソワカ 京都府 舞鶴市立城北中学校 舞鶴レスリングクラブ 1

46kg級 第2位 原田 渚 ハラダ ナギサ 兵庫県 芦屋学園中学校 芦屋学園中学校 3

46kg級 第3位 竹内 美保子 タケウチ ミホコ 神奈川県 横須賀市立大矢部中学校 横須賀ジュニアレスリングクラブ 2

50kg級 第1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 3

50kg級 第2位 明石 知花 アカシ チカ 香川県 香川県立高松北中学校 高松北中学校 3

50kg級 第3位 澤田 美侑 サワダ ミユウ 東京都 日本体育大学桜華中学校 日本体育大学桜華中学校 3

54kg級 第1位 新井 一花 アライ イチカ 三重県 津市立白山中学校 一志ジュニアレスリング教室 3

54kg級 第2位 元木 日陽里 モトキ ヒヨリ 埼玉県 さいたま市立土屋中学校 栄魂ジュニアレスリングスクール 3

54kg級 第3位 石田 眞子 イシダ マコ 大阪府 堺リベラル中学校 堺リベラル中学校 2

58kg級 第1位 ビャンバスレン フウラン ビャンバスレン フウラン 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

58kg級 第2位 丸 未永海 マル ミナミ 北海道 士別市立士別中学校 ジュニアレスリングクラブ士別 3

58kg級 第3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 3

62kg級 第1位 北出 桃子 キタデ モモコ 三重県 津市立白山中学校 一志ジュニアレスリング教室 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 2

62kg級 第3位 森川 更紗 モリカワ サラサ 静岡県 沼津市立大岡中学校 沼津レスリングクラブ 1

66kg級 第1位 齋藤 凜 サイトウ リン 山形県 米沢市立第五中学校 米澤工Jr.クラブ 3

66kg級 第2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 3

66kg級 第3位 増山 天南 マシヤマ テンナ 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 1

73kg級 第1位 髙巣 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 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 3

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ール 3

最優秀選手（大会会長賞）

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 350kg級


