
2021/11/28  駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場

令和3年度　東京都知事杯　第12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 横田 大和 ヨコタ ヤマト 神奈川県 大森第三中学校 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 1

38kg級 第2位 前田 悠樹 マエダ　 ユウキ 東京都 光が丘第二中学校 グロリアレスリングクラブ 1

38kg級 第3位 松實 海斗 マツミ カイト 和歌山県 緑ヶ丘中学校 新宮ジュニアレスリングクラブ 2

41kg級 第1位 古澤 大和 フルサワ ヤマト 大阪府 大阪体育大学浪商中学校 大阪体育大学浪商中学校 1

41kg級 第2位 松本 勇莉 マツモト ユウリ 石川県 志賀中学校 志賀町ジュニアレスリング教室 3

41kg級 第3位 椎名 遥玖 シイナ ハルク 千葉県 南部中学校 チームリバーサル 2

44kg級 第1位 久保 音晴 クボ オトハル 東京都 第一中学校 GOLDKIDS 1

44kg級 第2位 清水 悠希 シミズ ハルキ 静岡県 小川中学校 焼津ジュニアレスリングスクール 1

44kg級 第3位 赤木 烈王 アカギ レオ 兵庫県 西山田中学校 猪名川レスリングクラブ 3

48kg級 第1位 吉田 アリヤ ヨシダ アリヤ 東京都 稲付中学校 JOCエリートアカデミー 3

48kg級 第2位 小川 大和 オガワ ヤマト 長崎県 西有家中学校 南島原レスリングクラブ 3

48kg級 第3位 安威 永太郎 アイ エイタロウ 東京都 松ノ木中学校 GOLDKIDS 2

52kg級 第1位 北村 春斗 キタムラ ハルト 兵庫県 猪名川中学校 猪名川レスリングクラブ 2

52kg級 第2位 大串 一世 オオグシ イッセイ 高知県 片島中学校 すくもレスリングクラブ 3

52kg級 第3位 本多 正虎 ホンダ マサトラ 神奈川県 衣笠中学校 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 2

57kg級 第1位 松原 拓郎 マツバラ タクロウ 佐賀県 鳥栖中学校 鳥栖レスリングクラブ 3

57kg級 第2位 川路 悠介 カワジ ユウスケ 神奈川県 生田中学校 TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV. 3

57kg級 第3位 久田 虎徹 キュウデン コテツ 青森県 六戸中学校 十和田レスリングクラブ 3

62kg級 第1位 伊藤 海里 イトウ カイリ 北海道 第四中学校 帯広レスリングクラブ 3

62kg級 第2位 八隅 士和 ヤスミ シナ 東京都 芦花中学校 LOTUS世田谷 3

62kg級 第3位 小林 冴祐 コバヤシ サスケ 北海道 清田中学校 帯広レスリングクラブ 3

68kg級 第1位 瀧澤 勇仁 タキザワ ユウジン 東京都 瀬田中学校 自由ヶ丘学園Jr.アカデミー 3

68kg級 第2位 神谷 樹生 カミヤ タツキ 三重県 大安中学校 INABEレスリングアカデミー 3

68kg級 第3位 田中 陸 タナカ リク 東京都 上祖師谷中学校 WRESTLE-WIN 2

75kg級 第1位 三浦 修矢 ミウラ シュウヤ 佐賀県 鳥栖中学校 鳥栖レスリングクラブ 3

75kg級 第2位 吉田 泰造 ヨシダ タイゾウ 香川県 高松北中学校 香川県立高松北中学校 3

75kg級 第3位 石田 悠稀 イシダ ユウキ 熊本県 岱明中学校 タイガーキッズレスリングクラブ 3

85kg級 第1位 岡澤 ナツラ オカザワ ナツラ 茨城県 第四中学校 水戸市立第四中学校 3

85kg級 第2位 西山 脩人 ニシヤマ シュウト 長崎県 諫早高等学校附属中学校 島原レスリングスクール 3

85kg級 第3位 辻川 耕平 ツジカワ コウヘイ 福井県 春江中学校 ハコビースポーツ福井 3

110kg級 第1位 藤田 宝星 フジタ ホウセイ 茨城県 牛久第一中学校 猛禽屋レスリングクラブ 3

110kg級 第2位 リボウィッツ 和青 リボウィッツ ノア 東京都 カイス･エレメンタリーアンドミドル･スクール 第六機動隊少年レスリング部 2

110kg級 第3位 福島 煌天 フクシマ コウ 東京都 早稲田中学校 BRAVE 3

最優秀選手（東京都知事杯）

三浦 修矢 ミウラ シュウヤ 佐賀県 鳥栖中学校 鳥栖レスリングクラブ 3

日刊スポーツ賞

瀧澤 勇仁 タキザワ ユウジン 東京都 瀬田中学校 自由ヶ丘学園Jr.アカデミー 3

最短フォール賞 Fall 0'17"

福島 煌天 フクシマ コウ 東京都 早稲田中学校 BRAVE 3
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