
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 （佐賀・鳥栖クラブ3） （東京・ＦＦＣ2） （香川・高松北中3）

（全国中学選抜選手権）

（「全国中学選抜U15選手権」と改称）

33kg級 36kg級 39kg級 42kg級 46kg級

本多結里菜 木村允希愛
（三重・桑名クラブ2） （青森・八戸クラブ1） （京都・舞鶴クラブ1） （神奈川・NEXUS YOKOSUKA2）1）

（東京・日本工大駒場中2） （三重・INABE2） （三重・一志ジュニア3） （北海道・オビヒロクラブ3）

（JWA3） （兵庫・芦屋学園中3） （島根・加茂B&Gクラブ3） （三重・一志ジュニア3） （鳥取・倉吉クラブ3）

中西　杏 田中 希実 内田菜楓 勝目 結羽 角本明日香

（三重・桑名クラブ1） （北海道・帯広クラブ1） （神奈川・NEXUS YOKOSUKA1）
（千葉・チームリバーサル1） （京都・網野町少年教室3） （兵庫・芦屋学園中3）

中西　杏 荒川 笑舞 勝目 結羽 片岡　優 松田 幸々 木宮 静香 内田 颯夏 松本千奈都

50kg級 54kg級 58kg級 62kg級 66kg級 73kg級

小塚 菜々 山内 悠妃 野口 紗英 小柴 ゆり

小野こなみ 吉田千沙都 中野 咲羅

（三重・一志ジュニア2） （愛媛・今工クラブ3 （三重・一志ジュニア1）

徳永 珠帆 櫻井 はなの 伊藤 海 櫻井 つぐみ 稲垣 柚香 徳原 姫花 高山 凛子

（高知・高知クラブ1） （京都・網野町少年教室1） （京都・網野町少年教室3 （三重・一志ジュニア2） （京都・網野町少年教室3 （大阪・エンジョイ3

櫻井 はなの 伊藤 海 清水 美海 稲垣 柚香 田村 生吹 屴網 さら

中井 ほのか 鏡 優翔
（愛知・刈谷クラブ1） （高知・高知クラブ2） （大阪・網野少年教室） （高知・高知クラブ3 （三重・一志ジュニア3 （高知・一宮3 （栃木・サンダーキッズ3 （三重・一志ジュニア3 （東京・ＪＷＡ3

丸橋 杏 原田 渚 坂本 由宇 伊藤 海 藤波 朱理 尾﨑 野乃香 石井 亜海 齊藤 美姫 山本 和佳
（神奈川・フィギュアフォー1） （兵庫・芦屋学園1） （東京・ＡＡＣＣ2） （京都・網野町少年教室3 （三重・いなべクラブ2） （東京・成城学園3 （群馬・おおたスポーツアカデミー3 （青森・十和田クラブ3 （三重・一志ジュニア3

33kg級 36kg級 39kg級 42kg級 46kg級 50kg級 54kg級 62kg級 66kg級 73kg級

村山 左都 大井 寿々 小幡 未羽 尾西 桜 坂本 由宇 清岡 もえ
（東京・練馬ジュニア谷原1） （東京・フィギュアフォー1） （兵庫・芦屋学園中2） （佐賀・鳥栖クラブ1） （ＪＷＡ3）

58kg級

（三重・いなべクラブ3 （大阪・堺リベラル3 （愛知・至学館クラブ2） （群馬・邑楽ジュニア3 （埼玉・埼玉栄中3

藤波 朱理 山内 奏美 茂呂 綾乃 藤倉 優花 菅野 藍衣

升田 夏実 岡田 夢生 大井 寿々 内田 颯夏 山下 叶夢

（高知・高知クラブ3

ビャンバスレン・フウラン 北出 桃子 齋藤 凜 髙巣 菜々葉
（長野・佐久市教室クラブ1） （京都・京都海洋教室1） （石川・志賀町ジュニア2） （東京・フィギュアフォー2） （京都・舞鶴クラブ1）

井上 いまり

中井 ほのか 宮道 りん 山本 和佳

（香川・高松北3） （三重・一志ジュニア3） （三重・一志ジュニア3） （三重・一志ジュニア2） （山形・米澤工Jr.クラブ3） （大阪・吹田市民教室3）

新井 一花

全国中学選抜U15選手権（女子） 歴代優勝選手

（出場なし）

松雪　成葉 松雪　泰葉
（高知・高知クラブ1） （京都・京都海洋教室2） （埼玉・埼玉栄中2） （ＪＷＡ3 （兵庫・芦屋学園クラブ3 （ＪＷＡ3 （高知・一宮中3 （愛知・刈谷クラブ3

（群馬・千代田ジュニア3 （愛知・刈谷クラブ2） （大阪・堺リベラル中3

小玉 彩天奈
（愛知・刈谷クラブ3

櫻井 つぐみ 下野　佑実 吉村　涼菜 須﨑　優衣 谷口　由夏 南條　早映

（埼玉・埼玉栄中1） （ＪＷＡ2） （ＪＷＡ2） （埼玉・埼玉栄中3 （ＪＷＡ2） （三重・一志ジュニア3

吉元 玲美那 田南部 夢叶 須﨑　優衣 中村　未優 南條　早映 奥野　春菜

48kg級

増山　汐音 松雪　泰葉 進藤　芽伊

40kg級

根本　美優 坂上 楓舞希
（東京・GOLD　KID'S3

岡本　佳子
（福岡・北九州クラブ2）（栃木・宇都宮クラブ1）

44kg級 52kg級

川村　きこ
（茨城・大子ジュニア1）

34kg級 37kg級

加賀田 葵夏
（東京・GOLD　KID'S1）

廣瀬　瑠実
（静岡・沼津クラブ3

57kg級

花田　彩乃
（ＪＷＡ3

62kg級 70kg級

古市　雅子
（ＪＷＡ2）

山田 那瑠亜 川村　きこ 浅倉　栞南 加賀田 葵夏 谷山　菜緒 向田　真優 榎本　美鈴 髙橋 海寿々 古市　雅子
（北海道・札幌ちびっ子1） （茨城・大子ジュニア2） （東京・GOLD　KID'S2） （東京・GOLD　KID'S2） （大阪・エンジョイ2） （ＪＷＡ2） （青森・八工大一高OB会Jr.2） （東京・GOLD　KID'S3 （ＪＷＡ3

田口　あい 須﨑　優衣 大高　梨紗 南條　早映 加賀田 葵夏 向田　真優 矢後　愛佳 榎本　美鈴 進藤　芽伊
（千葉・柏クラブ3 （青森・八工大一高OB会Jr.3 （大阪・堺リベラル中2）（岐阜・マイスポーツ1） （千葉・松戸ジュニア1） （茨城・大子ジュニア3 （ＪＷＡ1） （東京・GOLD　KID'S3 （ＪＷＡ3

新型コロナウィルス蔓延のため中止


