
年 期日・場所

2010年 11／27－28
（平22） 東京・駒沢体育館

2011年 12／３－４
（平23） 東京・駒沢体育館

2012年 11／24－25
（平24） 東京・駒沢体育館

2013年 11／30－12／１
（平25） 東京・駒沢体育館

2014年 11／23－24
（平26） 東京・駒沢体育館

2015年 11／28－29
（平27） 東京・駒沢体育館

2016年 11／26－27
（平28） 東京・駒沢体育館

2017年 11／25－27
（平29） 東京・駒沢屋内球技場

年 期日・場所

2018年 11／24ー25
（平30） 東京・駒沢屋内球技場

2019年 11／23－24
（令元） 東京・駒沢屋内球技場

2020年 11／28－29
（令２） 東京・駒沢屋内球技場

2021年 11／27－28
（令３） 東京・駒沢屋内球技場

年 期日・場所

2022年 11／26－27
（令４） 東京・駒沢体育館

（全国中学選抜選手権）

38kg級 41kg級 44kg級 48kg級 52kg級

（「全国中学選抜U15選手権」と改称）

57kg級 62kg級 68kg級 75kg級 85kg級 110kg級

（東京・六機KID’S1） （北海道・オビヒロクラブ3） （兵庫・INAGAWA3） （大阪・大体大浪商中2） （長崎・OMURA TOP TEAM3） （東京・六機KID’S3）

野口 佳祐 花盛 奏太 小林 賢弥 吉田 悠耶 リボウィッツ 和青

（神奈川・NEXUS YOKOSUKA2） （東京・GLORIA2） （神奈川・NEXUS YOKOSUKA2） （静岡・焼津ジュニア2） （神奈川・NEXUS YOKOSUKA3）

桑原 廷佳 前田 悠樹 横田 大和 清水 悠希 本多 正虎 齊藤 巧将

（佐賀・鳥栖クラブ3） （北海道・帯広クラブ3） （東京・自由ヶ丘学園Jr.AC3） （佐賀・鳥栖クラブ3） （茨城・第四中3） （茨城・猛禽屋クラブ3）

伊藤 海里 瀧澤 勇仁 三浦 修矢 岡澤ナツラ 藤田 宝星
（神奈川・NEXUS YOKOSUKA1） （大阪・大体大浪商中1 （東京・GOLD KIDS1） （東京・ＪＷＡ3） （兵庫・猪名川クラブ2）

横田 大和 古澤 大和 久保 音晴 吉田アリヤ 北村 春斗 松原 拓郎

（京都・網野町少年教室3） （茨城・霞ヶ浦クラブ3） （愛媛・今工クラブ3） （埼玉・埼玉栄3） （栃木・さくら市少年クラブ3）

金子 晴翔 曽我部凜太郎 菊地 一瑳 植木 優斗
（東京・ＪＷＡ1） （岐阜・羽島市連盟2） （東京・LOTUS世田谷1） （大阪・吹田市民教室3） （高知・高知クラブ3） （静岡・焼津ジュニア3）

110kg級

北脇 香
（東京・日本工大駒場3）

吉田 アリヤ 里中 飛雅 八隅 士和 松村 祥太郎 西内 悠人 秋山 大和 松田 來大

75kg級

藤澤 創
（京都・網野町少年教室3）

85kg級

濱田 豊喜
（東京・日本工大駒場3）

62kg級

小野 正之助
（佐賀・鳥栖クラブ3）

68kg級

高原 崇陽
（岐阜・マイスポーツ3）

52kg級

尾西 大河
（佐賀・鳥栖クラブ3）

57kg級

髙橋 海大
（東京・ＪＷＡ3）

44kg級

向田 旭登
（三重・四日市ジュニア3）

48kg級

須田 宝
（長崎・OMURATOP2）

38kg級

勝目 大翔
（神奈川・NEXUS2）

41kg級

菊地 優太
（東京・AACC2）

（神奈川・東海ジュニア3） （大阪・エンジョイクラブ3） （香川・多度津3） （秋田・飯田川スポーツ少年団3）

鈴木 大樹 西田 衛人 神原 弘渡 梅田 海
（秋田・天王キッズクラブ1） （高知・高知クラブ1） （東京・GOKITAGYM2） （三重・いなべクラブ2） （東京・ＪＷＡ2） （東京・GOLDKID'S3）

（東京・JOCアカデミー3） （愛知・ゼントータル3） （香川・多度津3） （茨城・カシマクラブ3）

伊藤 洋行 西内 悠人 五木田 琉 弓矢 健人 髙橋 海大 永石 亮太

佐藤 匡記 山田 脩 田中 勝大 出頭 海
（東京・日本工大駒場2） （東京・第六機動隊少年部2） （静岡・焼津ジュニア1） （大阪・吹田市民教室3） （三重・いなべクラブ3） （香川・高松北3）

（愛知・ゼントータル2） （千葉・柏日体クラブ3） （茨城・水戸市スポーツ少年団3） （大阪・エンジョイ3）

坂本 大悟 田南 部魁星 髙橋 海大 芹沢 雄生 藤田 颯 竹下 航生

山田 脩 奥井 真吉 山崎 祥平 白井 達也
（東京・第六機動隊少年部1） （埼玉・埼玉栄中2） （大阪・吹田市民教室2） （東京・ＡＡＣＣ3） （熊本・タイガーキッズ3） （ＪＷＡ3）

田南部 魁星 草間 正汰 芹沢 雄生 森川 海舟 大野 恵太郎 榊 流斗

100kg級

園田　平
（滋賀・日野中3）

松井　稜 阿部　敏弥 成國　大志 藤田　雄大 藤波　勇飛 嶋江　翔也

武田　光司
（大阪・吹田市民教室1） （東京・GOLD　KID'S1） （東京・GOLD　KID'S2） （福井・福井クラブ3） （富山・高岡ジュニア2） （神奈川・東海ジュニア2） （茨城・霞ヶ浦アンジュ3） （京都・網野町少年教室3） （埼玉・栄魂倶楽部ＪＷＳ3）

59kg級 66kg級 73kg級 85kg級

土井　健生 成國　大志 長谷川 敏裕 前田　頼夢 小倉　強太 水野　真斗

35kg級 38kg級 42kg級 47kg級 53kg級

田辺　雄史 梅原　駿 山本　泰輝 坂田　龍星
（三重・桑名1） （ＪＷＡ1） （東京・GOLD　KID'S2） （三重・いなべクラブ3） （三重・いなべクラブ3） （佐賀・鹿島クラブ） （大阪・吹田市民教室3） （静岡・沼津クラブ3） （静岡・沼津クラブ3） （埼玉・はんのうＣＳＣ山中道場3）

西元　大賀 佐々木 虎次郎 松井　稜 乙黒　拓斗 吉村　拓海 梅林　太朗 中村　剛士 山﨑 弥十朗 石黒　峻士 外山　宏太
（埼玉・はんのう山中道場） （岐阜・中津川ジュニア2） （三重・桑名クラブ2） （ＪＷＡ2） （埼玉・埼玉栄中3） （ＪＷＡ2） （埼玉・ハナサキ3） （埼玉・埼玉栄中3） （東京・GOLD　KID'S3） （東京・城西）

上田　尋也 森川　海舟 服部　大虎 乙黒　拓斗 志賀 晃次郎 石黒　隼士 梅林　太朗 有川　将史 中嶋　史康 浅野　大地
（熊本・タイガーキッズ1） （東京・ＡＡＣＣ1） （茨城・水戸スポーツ少年団2） （ＪＷＡ3） （京都・京都八幡ク3） （東京・GOLD　KID'S2） （ＪＷＡ3） （大阪・エンジョイ3） （京都・京都海洋教室3） （大阪・吹田市民教室）

宇戸 平莞繭 堤　孔一 森川　海舟 小柴　亮太 山口　海輝 基山 仁太郎 武藤　翔吾
（三重・一志ジュニア1） （静岡・沼津クラブ2） （東京・ＡＡＣＣ2） （佐賀・鳥栖クラブ3） （和歌山・新宮ジュニア3） （三重・四日市ジュニア3）

全国中学選抜U15選手権（男子） 歴代優勝選手

（和歌山・新宮ジュニア3） （東京・GOLD　KID'S3） （静岡・沼津学園ジュニア3） （千葉・野田一中3）

奥田　海人 鈴木　岳登

井筒　勇人 石黒　隼士 山本　壮汰

新型コロナウィルス蔓延のため中止


