
年 期日・場所

1975年 ６／15
（昭50） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

1976年 ６／13
（昭51） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

1977年 ６／12
（昭52） 茨城県立スポーツセンター

1978年 ６／18
（昭53） 茨城県立スポーツセンター

1979年 ６／17
（昭54） 茨城県立スポーツセンター

1980年 ６／15
（昭55） 茨城県立スポーツセンター

1981年 ６／21
（昭56） 水戸市民体育館

年 期日・場所

1982年 ６／12－13
（昭57） 茨城県立スポーツセンター

1983年 ６／11－12
（昭58） 茨城県立スポーツセンター

1984年 ６／16－17
（昭59） 茨城県立スポーツセンター

1985年 ６／15－16
（昭60） 茨城県立スポーツセンター

1986年 ６／21－22
（昭61） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

1987年 ６／20－21
（昭62） 茨城県立スポーツセンター

岡安 雄一郎 小野 貴光
（埼玉・谷塚）

峯元 和彦

（東京・荒川八）

38kg級

山下 正保
（東京・三原）

広沢 忠

朝比奈 巌 阿部 三子郎 山口 英雄 沖山 尚春 沖山 光章

大沢 清武
（東京・三原）

60kg級

（埼玉・谷塚） （埼玉・谷塚）

大越 雅人
（茨城・常北中）

65kg級

奥谷 司

（埼玉・谷塚）

金子 二朗
（千葉・野田一） （東京・狛江四） （群馬・太田北） （東京・三原） （埼玉・谷塚） （東京・三原） （埼玉・谷塚） （群馬・宝泉） （千葉・野田一）

熊倉 伸正 今村 浩之 芳賀 雅英 佐藤 暢宏 石塚 勝重 新井 康男大久保 茂雄 花原 大介 小芦 康史 山下 忍 市橋 敏之 大沢 陽太

73kg級

石橋 由行
（埼玉・鳩ヶ谷）

+73kg級

本田 大
（神奈川・大楠）

63kg級

石川 康行
（埼玉・谷塚）

68kg級

浦田 義則
（青森・八戸湊）

55kg級

佐々木 一郎
（東京・三原）

59kg級

木村 孝弘
（埼玉・谷塚）

48kg級

津久井 秀和
（埼玉・谷塚）

51kg級

瀬戸口 雅昭
（千葉・野田一）

42kg級

谷ヶ崎 哲也
（千葉・野田一）

45kg級

坂巻 三郎
（千葉・野田一）

（群馬・館林）

35kg級

山之内 隆司
（大阪・摂津二）

38kg級

石塚 和行
（千葉・野田一）

40kg級

高橋 和登
（埼玉・谷塚）

（埼玉・谷塚） （岐阜・岐南） （岐阜・竹鼻） （埼玉・谷塚） （石川・星稜） （神奈川・大楠）

堀  浩 山岸 靖浩 北野 宏明 本田 大 鈴木 明
（長野・小諸東） （群馬・赤羽） （岐阜・竹鼻） （埼玉・谷塚） （埼玉・谷塚）

（埼玉・朝霞四） （岐阜・羽島） （岐阜・竹鼻）

井出 真一 武者野 博信 芝  京 斉藤 真一 石川 勇治 大内 直昭 戸崎 素成

吉井 克幸
（東京・三原） （千葉・野田一） （岐阜・竹鼻） （群馬・赤羽） （千葉・野田一） （青森・豊崎） （青森・豊崎） （群馬・太田北） （千葉・野田一）

安ヶ平 悟 小泉 昭徳 萩野 総一郎 古矢 浩祥 柏井 清次 岩田 一也

（茨城・明光） （岐阜・竹鼻） （岐阜・羽島） （茨城・常北） （岐阜・竹鼻）

山下 浩 飯沼 勝弘 細見 雅樹 高際 時彦 関島 靖之

岩田 一也 小島 勇一 吉井 克幸
（東京・三原） （千葉・野田一） （千葉・野田一） （東京・三原） （群馬・太田北） （東京・三原） （神奈川・大野北）

（神奈川・大楠）

山下 浩 本館 慎一 関根 誠 松本 隆 小菅 英夫 森下 敏清 神崎 豊 武藤 徹 吉井 昌弘

（茨城・鉾田南） （東京・日大三） （茨城・大洗南） （茨城・大洗南） （岐阜・竹鼻） （茨城・大洗南）

飛田 達也 鈴木 隆史 長沼 武志 高畠 弘行 本田 多聞
（東京・三原） （茨城・那珂湊） （東京・三原） （茨城・大洗南） （茨城・大洗南）

+73kg級

本田 多聞
（神奈川・大楠）

山下 栄 永井 秀 森下 敏清 清水 勝成 仲田 忍 大場 一夫 田村 英樹

68kg級

根本 光弘
（茨城・桜丘）

73kg級

中野 克明
（茨城・桜丘）

59kg級

佐藤 浩
（東京・三原）

63kg級

矢萩 利夫
（茨城・明光）

51kg級

石井 敏一
（東京・三原）

55kg級

山下 勝富
（東京・三原）（茨城・大洗南）

45kg級

梶間 英次郎
（東京・日大三）

48kg級

田村 英樹
（東京・日大三）

（茨城・明光） （千葉・野田一）

38kg級

山下 浩徳
（東京・三原）

40kg級

山下 正保
（東京・三原）

43kg級

笹本 和夫

梶間 正明 黒田 貢 染谷 微
（東京・三原） （東京・三原） （静岡・豊田） （東京・三原） （茨城・鉾田南） （東京・三原） （茨城・大洗南）

55kg級

65kg級 75kg級 +75kg級

伊勢崎 啓 山下 勝富 広沢 忠 大沢 文明 渡辺 和人 菊地 弘二

（静岡・豊田）

46kg級

古川 忠
（茨城・桜丘）

50kg級

宇津木 圭徳
（茨城・鉾田南）

42kg級

（茨城・桜丘中）

+65kg級

和知 千春
（茨城・鉾田南）

38kg級 42kg級 46kg級 50kg級 55kg級 60kg級

金子 二朗
（東京・三原） （埼玉・谷塚）

石島 裕一

（埼玉・谷塚） （千葉・佐倉） （埼玉・谷塚） （東京・荒川八）（千葉・野田一）

木村 成明 石川 宏明 高橋 一道 三井 真吾

下斗米 保男余膳 和宏 朝比奈 巌 松野 繁 阿部 三子郎 遠藤 知行

（千葉・野田一） （東京・戸山） （群馬・宝泉） （東京・三原） （東京・三原）

（茨城・鉾田南）

和田 拓大 石川 高司 鈴木 修 鈴木 登紀夫 磯島 光世

窪木 浩

山地 健仁
（大阪・枚方三） （千葉・野田一） （群馬・館林） （東京・戸山） （新潟・坂井輪） （青森・八戸湊） （群馬・館林三） （埼玉・谷塚）

佐々木 秀夫

（東京・西戸山） （青森・八戸湊） （埼玉・谷塚） （青森・八戸長者）

尾白 敏洋 高須賀 健 竹内 俊明 井上 威 伊藤 弘之
（新潟・上山）

吉成 雄一 柳瀬 栄 佐藤 順一 坪井 尚也 吉沢 亮介
（千葉・上志津） （千葉・上志津）

新明 嘉規
（和歌山・楠見） （千葉・野田一） （千葉・野田一） （千葉・野田一） （千葉・野田一） （千葉・松陰） （千葉・木間ヶ瀬） （埼玉・谷塚） （茨城・美野里） （千葉・佐倉）

65kg級 70kg級 76kg級 83kg級

水谷 正人 小菅 通雄 小浦 宏之 谷内 伸二
（岐阜・竹鼻） （千葉・木間ヶ瀬） （和歌山・明和） （茨城・美野里）

40kg級

尾白 敏洋
（和歌山・楠見）

43kg級

田村 茂一
（青森・筒井）

47kg級

宮内 智也
（千葉・佐倉）

51kg級

吉成 雄一
（千葉・木間ヶ瀬）

55kg級

橋本 雄次
（茨城・愛宕）

60kg級

山田 幹司
（千葉・木間ヶ瀬）

95kg級

新明 嘉規
（千葉・佐倉）

全国中学生選手権（男子） 歴代優勝選手



年 期日・場所

1988年 ６／11－12
（昭63） 水戸市民体育館

1989年 ６／10－11
（平元） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

1990年 ６／９－10
（平２） 茨城県立スポーツセンター

1991年 ６／８－９
（平３） 茨城県立スポーツセンター

1992年 ６／13－14
（平４） 茨城県立スポーツセンター

1993年 ６／12－13
（平５） 茨城県立スポーツセンター

1994年 ５／28－29
（平６） 茨城県立スポーツセンター

1995年 ６／３－４
（平７） 茨城県立スポーツセンター

1996年 ６／15－16
（平８） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

199７年 ６／21－22
（平９） 茨城県立スポーツセンター

1998年 ６／20－21
（平10） 茨城県立スポーツセンター

年 期日・場所

1999年 ６／12－13
（平11） 茨城県立スポーツセンター

2000年 ６／10－11
（平12） 茨城県立スポーツセンター

2001年 ６／９－10
（平13） 茨城県立スポーツセンター

（群馬・館林三３）（静岡・焼津２） （三重・一志３） （千葉・木間ヶ瀬３） （千葉・木間ヶ瀬３） （愛知・尾西三３）

松本 真也 新堀 武
（京都・東宇治２） （大阪・西山田３） （京都・網野２） （千葉・二川３）

長谷川 恒平 長江 祐介 大庵 弘法 松嶋 一樹 足立 孝司
（三重・久保２）

鈴木 広明

83kg級 95kg級37kg級 42kg級 45kg級 48kg級 52kg級

米山 祥嗣

57kg級 63kg級 69kg級 76kg級

鈴木 崇之 松井 翔

全国中学生選手権（男子）成績（２）

95kg級40kg級 43kg級 47kg級 51kg級 55kg級

橋井 巧佑長江 祐介 大林 哲也 織田 康博 斎藤 将士 鈴木 崇之

65kg級 70kg級 76kg級 83kg級60kg級

木澤 美幸 石村 昭彦 越智 雅史 山本 誠司 大沢 充 奥田 哉志 井筒 崇裕 宮田 秀幸 水谷 雅貴 吉成 和之 大川 祐一
（茨城・愛宕） （青森・浦町） （愛媛・今治日吉） （茨城・愛宕） （愛媛・今治日吉） （千葉・野田一） （茨城・竹来） （茨城・水戸五） （岐阜・羽島） （埼玉・谷塚） （茨城・鉾田南）

本間 洋士 十文字 貴信 伊東 克佳 渡辺 拓芳 野口 朋彦 並木 圭 峰村 利数 星野 正次 小室 誠一 山口 幸信 小室 一真
（新潟・大形） （千葉・木間ヶ瀬） （北海道・東陽） （愛媛・今治日吉） （千葉・木間ヶ瀬） （埼玉・谷塚） （千葉・木間ヶ瀬） （埼玉・谷塚） （茨城・内原） （大阪・蒲生） （茨城・水戸四）

35kg級 40kg級 43kg級 47kg級 51kg級 55kg級 60kg級 65kg級 70kg級 76kg級 83kg級 95kg級

川原 一平 山本 徳郁 長尾 勇気 増田 荘史 伊東 克佳 水井 雅史 宮田 和幸 高橋 正樹 青木 拓哉 小倉 哲志 今村 雄介 山野内 大二郎
（愛媛・今治西） （神奈川・桐蔭学園） （宮崎・渡川） （香川・綾南） （北海道・東陽） （東京・京北） （茨城・水戸五） （千葉・木間ヶ瀬） （青森・八戸三） （愛媛・松山久米） （群馬・城西） （茨城・水戸二）

松崎 健太 永野 佑二 川原 一平 山本 徳郁 岡田 英雅 大橋 理秀 水井 雅史 染谷 陽介 青木 拓哉 雨谷 宏朗 今村 雄介 高倉 洋一郎
（大阪・山田東２） （大阪・西山田３） （愛媛・今治西３） （神奈川・桐蔭学園３） （群馬・前橋一３） （大阪・吹田一２） （東京・京北３） （千葉・木間ヶ瀬３） （青森・八戸三３） （茨城・笠原３） （群馬・城西３） （群馬・尾島２）

鈴木 猛雄 森岡 寛至 上林 浩二 太田 亮介 吉田 征樹 野入 明 大橋 理秀 坂井 敏行 浜崎 哲治 松本 慎吾 伊調 寿行 高倉 洋一郎
（静岡・焼津大富２） （大阪・古江台１） （愛知・西尾３） （静岡・焼津港２） （茨城・愛宕３） （千葉・野田一３） （大阪・吹田一３） （岐阜・羽島３） （島根・松江二３） （愛媛・津島３） （青森・八戸長者３） （群馬・尾島３）

松永 共広 浅野 宗睦 高瀬 将治 野口 勝 筧田 幸宏 太田 亮介 兵藤 健司 今村 吉亜 浜中 和宏 山口 泰幸 岡田 直樹 矢野 通
（静岡・焼津１） （岐阜・厚見３） （茨城・愛宕３） （鹿児島・鹿屋２） （茨城・愛宕３） （静岡・焼津港３） （群馬・館林二） （群馬・城西３） （青森・根城３） （千葉・松陰３） （大阪・香里３） （東京・京北３）

谷元 浩司 松永 共広 鴻巣 伸彦 足立 竜一 野口 勝 小野田 純 高塚 慎吾 池田 秀治 山口 亮 吉田 栄利 松田 卓也 武尾 雅樹
（大阪・佐井寺１） （静岡・焼津２） （岐阜・松倉３） （愛知・尾西三２） （鹿児島・鹿屋３） （静岡・小川３） （大阪・吹田一３） （愛媛・久米３） （愛媛・久米３） （三重・一志２） （愛媛・久米３） （青森・三条３）

高橋 智大 松永 共広 藤本 健太 山口 徹馬 足立 竜一 藤本 貴生 黒田 清志 仙波 勝敏 小幡 邦彦 後藤 邦彦 吉田 栄利 伊藤 智己
（千葉・福田３） （静岡・焼津３） （大阪・吹田五２） （大阪・摂津四２） （愛知・尾西三３） （大阪・箕面四３） （三重・一志３） （愛媛・久米３） （山口・柳井３） （山形・山形六３） （三重・一志３） （千葉・野田一３）

長谷川 拓也 足立 孝司 和田 宗法 浅野 篤司 藤本 健太 山口 徹馬 岩山 元彦 小山 裕之 平沢 光秀 平沢 昌大 大勢持 佑輝 西田 耕一郎
（静岡・焼津２） （愛知・尾西三１） （千葉・木間ヶ瀬２） （岐阜・厚見３） （大阪・吹田五３） （大阪・摂津四３） （岐阜・竹鼻３） （大阪・茨木北３） （北海道・八条３） （北海道・八条３） （千葉・野田一３） （大阪・中木田３）

中筋 祐太 松本 真也 鈴木 英成 篠崎 拓 藤永 啓吾
（三重・一志２） （岐阜・中山２） （京都・網野３） （秋田・天王南３） （京都・東宇治２） （大阪・箕面四３） （大阪・南千里３） （京都・網野１） （三重・久保３） （千葉・八千代松陰３） （山口・田布施３）

35kg級 38kg級 42kg級 47kg級 53kg級 59kg級 66kg級 73kg級 85kg級

松本 隆太郎 尾畑 慎 長谷川 恒平 富田 和秀 岩井 康輔 高塚 紀行 佐藤 吏 小椋 康士郎 松本 真也
（群馬・千代田２） （静岡・静岡聾３） （静岡・焼津３） （三重・一志２） （京都・網野３） （大阪・吹田一２） （秋田・飯島３） （山梨・上野原３） （京都・網野３）

安武 誠 青木 強 井堀 絢介 大沢 茂樹 富田 和秀 神野 忠勝 高塚 紀行 山縣 養一 佐藤 正剛
（茨城・牛久南２） （茨城・牛久南２） （大阪・同志社香里１） （茨城・牛久南２） （三重・一志３） （千葉・木間ヶ瀬３） （大阪・吹田一３） （神奈川・衣笠３） （長野・芦原３）

長江 翔太 中井 伸一 小田 裕之 青木 強 大沢 茂樹 安沢 薫 兼田 崇行 藤原 淳 渡辺 達也
（三重・一志３） （千葉・松戸六１） （三重・久居１） （茨城・牛久南３） （茨城・牛久南３） （東京・武蔵工大付３） （青森・八戸三） （愛媛・松山南二３） （愛媛・桜井３）



年 期日・場所

2002年 ６／８－９
（平14） 茨城県立スポーツセンター

2003年 ６／７－８
（平15） 茨城県立スポーツセンター

2004年 ６／12－13
（平16） 茨城県立スポーツセンター

2005年 ６／11－12
（平17） 茨城県立スポーツセンター

2006年 ６／10－11
（平18） 茨城県立スポーツセンター

2007年 ６／23－24
（平19） 茨城県立スポーツセンター

2008年 ６／14－15
（平20） 茨城県立スポーツセンター

2009年 ６／13－14
（平21） 茨城県立スポーツセンター

2010年 ６／12－13
（平22） 茨城県立スポーツセンター

2011年 ６／11－12
（平23） 茨城県立スポーツセンター

2012年 ６／９－10
（平24） 茨城県立スポーツセンター

2013年 ６／８－９
（平25） 茨城県立スポーツセンター

2014年 ６／７－８
（平26） 茨城県立スポーツセンター

2015年 ６／13－１4
（平27） 茨城県立スポーツセンター

2016年 ６／11－12
（平28） 茨城・水戸市民体育館

2017年 ６／10－11
（平29） 茨城・水戸市民体育館

2018年 ６／９－10
（平30） 茨城・水戸市民体育館

出頭 海
（東京・浜川２） （三重・大安１） （高知・高知南３） （三重・光陵３） （東京・稲付３） （香川・高松北３） （愛知・扶桑北３） （香川・多度津３） （茨城・大野３）

（愛知・扶桑北３） （大阪・寝屋川三３）

田南部 魁星 弓矢 健人 清岡 幸大郎 藤田 颯 佐藤 匡記 竹下 航生 山田 脩 田中 勝大

奥井 真吉 丸山 蒼生 白井 達也
（大阪・石橋２） （静岡・清水３） （東京・日野学園３） （島根・海士３） （東京・稲付３） （茨城・水戸三３） （茨城・竹来３）

芹沢 雄生 堤 太一 森川 海舟 中村 勇士 榊 流斗 山崎 祥平

（滋賀・草津３） （茨城・水戸四３）

藤井 達哉 赤城 玲央

坂田 龍星
（静岡・門池３） （静岡・吉原二３） （埼玉・飯能西３）

（東京・東深沢３） （埼玉・春野３） （埼玉・埼玉栄３）

石黒 峻士
（東京・東深沢３）

松井 稜 乙黒 拓斗 吉村 拓海 成國 大志 中村 剛士 山崎 弥十朗
（三重・石尾台２） （東京・稲付２） （埼玉・埼玉栄３）

（熊本・玉名１） （東京・東深沢２） （三重・西朝明３） （神奈川・港２） （大阪・豊中十一３） （埼玉・埼玉栄２）

（埼玉・川柳３） （滋賀・日野３）

荒木 大貴 成國 大志 藤波 勇飛 神 鉄平 田辺 雄史 山崎 弥十朗 梅原 駿 山本 泰輝

奥井 眞生 武田 光司 園田 平
（東京・東深沢１） （三重・西朝明２） （山梨・韮崎西３） （大阪・豊中十一２） （京都・網野３） （東京・稲付３） （和歌山・上富田３）

成國 大志 藤波 勇飛 文田 健一郎 田辺 雄史 水野 真斗 白井 勝太

山本 晋也
（三重・西朝明１） （埼玉・春野３） （埼玉・加須東３） （京都・網野２） （大阪・山田３） （東京・稲付２） （茨城・竹来３） （沖縄・仲西３） （北海道・福移３）

（茨城・藤代３） （北海道・福移３）

藤波 勇飛 中村 倫也 山田 来哉 水野 真斗 伊藤 和真 白井 勝太 和智 健悟 与那覇 竜太

今村 聖 郡司 拳佑 山本 康稀
（茨城・水戸二３） （青森・倉石３） （大阪・三国３） （三重・正和３） （茨城・藤代３） （群馬・大泉南３） （群馬・城西３）

阿部 宏隆 太田 忍 有元 伸悟 高橋 侑希 古谷 和樹 栗原 吹

松野 裕也
（青森・倉石２） （静岡・三島南２） （香川・紫雲３） （三重・正和２） （青森・戸山３） （茨城・土浦六３） （群馬・千代田３） （千葉・山王３） （岐阜・羽島３）

（群馬・千代田２） （滋賀・日野３）

太田 忍 杉山 雄介 鴨居 正和 高橋 侑希 嶋田 大育 坂本 悠太 木村 政貴 永井 健太

北村 公平 武藤 駿 園田 巧
（大阪・三国１） （茨城・野々井３） （三重・一志３） （茨城・大島３） （大阪・南千里３） （群馬・千代田２） （京都・男山東３）

有元 伸悟 森下 史崇 西牧 友朗 岩渕 尚紀 砂川 航祐 木村 政貴

山本竜司
（茨城・野々井２） （京都・網野３） （静岡・裾野西３） （京都・男山三３） （東京・京北３） （京都・男山東２） （長崎・有明３） （秋田・勝平３） （静岡・大岡３）

全国中学生選手権（男子）成績（３）

森下 史崇 半田 守 谷田 旭 田中 幸太郎 赤澤 岳 北村 公平 松本 岬 相原 力也

38kg級 42kg級 47kg級 53kg級 59kg級 66kg級 73kg級 85kg級 110kg級

小俣 将太 田口 敏生 小田 裕之 岡本 佑士 紋谷 哲平 森川 一樹 松浦 健之 小室 直人 荒木田 進謙
（山梨・上野原３） （大阪・北稜３） （三重・久居２） （静岡・小川２） （群馬・太田西３） （大阪・豊津３） （愛媛・松山南二３） （茨城・内原３） （青森・八戸東３）

高橋 勇気 水越 智也 山口 代悟 小田 裕之 松本 桂 永田 裕城 加藤 大志朗 松崎 太一 菅 政宗
（千葉・木間ヶ瀬２） （山梨・上野原２） （京都・東宇治３） （三重・久居３） （長崎・有明３） （京都・弥栄３） （三重・富洲原３） （愛媛・松山南二３） （長崎・有明３）

（京都・網野３） （茨城・大島３） （長崎・有明２）

岩渕 尚紀 小石原 拓馬 田中 幸太郎 長尾 明来士 高谷 惣亮 生天目 達也
（千葉・木間ヶ瀬３） （茨城・竹来３）

松本 岬 松崎 広大 栗原 大地
（茨城・大島１） （京都・網野２） （京都・男山三２） （大阪・吹田一３）

服部 大虎 松井 稜 鈴木 絢大 榊 大夢 前田 明都 梅林 太郎 三輪 優翔 浅野 大地 高野 智也
（茨城・笠原２） （三重・石尾台３） （静岡・金岡３） （福島・北信３） （福井・成和３） （東京・稲付３） （和歌山・東３） （大阪・西山田３） （福岡・柳西３）

森川 海舟 服部 大虎 谷口 日向 榊 流斗 井筒 勇人 石黒 隼士 大津 拓馬 山本 壮汰 仲里 優力
（東京・日野学園２） （茨城・笠原３） （大阪・豊津３） （東京・稲付２） （和歌山・那智３） （東京・松ノ木３） （長崎・東長崎３） （静岡・吉原二３） （沖縄・宜野湾３）

河村 歩 田南部 魁星 髙橋 海大 須田 快晴 計良 涼介 鈴木 大樹
（神奈川・橘３） （東京・浜川３） （東京・稲付２） （長崎・郡３） （東京・成立学園３） （神奈川・依知３）

林 拳進 五十嵐 文彌 北脇 香

西田 衛人 三浦 哲史 南 寿駿
（大阪・枚方３）

（埼玉・埼玉栄３） （東京・日工大駒場３） （佐賀・鳥栖西３）

（京都・網野３） （愛知・北部３）

高野 航成 西内 悠人 弓矢 健人 髙橋 海大 荻野 海志 藤田 匠賢
（茨城・取手二２） （高知・高知南２） （三重・大安３） （東京・稲付３） （埼玉・埼玉栄３） （埼玉・埼玉栄３）



年 期日・場所

2019年 ６／８－９
（令元） 茨城・アダストリアみとアリーナ

2020年 ６／13－14
（令２） 茨城・アダストリアみとアリーナ

2021年 ６／12－13
（令３） 茨城・アダストリアみとアリーナ

2022年 ６／11－12
（令４） 茨城・アダストリアみとアリーナ

75kg級

掛川 零恩
（山口・住吉３）

松尾 直哉 神谷 龍之介

62kg級38kg級 41kg級 44kg級 48kg級 52kg級 57kg級 68kg級

（福岡・城南３） （三重・大安３）

85kg級 110kg級

坂本 輪 佐藤 秀磨 勝目 大翔 小川 大輝 須田 宝 細川 周
（東京・代々木２） （静岡・北上２） （神奈川・不入斗３） （青森・十和田東３） （長崎・郡３） （京都・網野３） （富山・早月２） （栃木・氏家３）

全国中学生選手権（男子）成績（４）

高林 心温 植木 優斗

前田 悠樹 坂本　広 大井 喜一 椎名 遥玖 本多 正虎 安威 永太郎 辻田 陽咲 堤　大智 小林 賢弥 相原 大河 リボウィッツ和青

（東京・グロリアクラブ2） （東京・AACC3） （東京・グロリアクラブ3） （千葉・チームリバーサル3） （神奈川・NEXUS3） （東京・MTX GOLDKIDS3） （大阪・吹田市民教室3） （岐阜・マイスポーツ3） （大阪・大体大浪商中2） （愛媛・松山クラブ3） （東京・第六機動隊少年部3）

新型コロナウイルス感染拡大のため中止


