
成績一覧表  2003JOC全日本ジュニアレスリング選手権

女子カデットの部 オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞 馬越　真弓 立命館宇治高校

階級 第1位 第2位 第3位 第3位
荒川　早紀恵

みぶチビッコ

岡谷　恵利

木口道場

野中　千尋 鈴木　綾乃 中濱　愛 早乙女　春香

沼津レスリングクラブ 松戸ジュニア 鳥羽ジュニア みぶチビッコ

片渕　有紀 河村　友海 鈴木　幸子 萬　絵里

足工大附属高校 中京女子大高校 みぶチビッコ 宮古商業高校

馬越　真弓 山内　佳子 前原　愛 西見　歩

立命館宇治高校 青森商業高校 中京女子大高校 徳山チビッコ

柴田　瑞穂 栄　友菜 伊藤　純子 阿保　佐和

中京女子大高校 中京女子大高校 四日市ジュニア 筒井中学校

西牧　未央 梶田　瑞華 木村　梓 渡部　沙織

中京女子大高校 中京女子大高校 堺女子高校 荒海中学校

中田　絵理子 山名　慧 高山　真梨恵 島田　佳代子

立命館宇治高校 中京女子大高校 足工大附属高校 埼玉栄高校

柾家　富美香 榎本　美希 畑　貞子

宮古商業高校 四日市四郷高校 堺女子高校

田中　希枝 佐藤　文香 大林　万莉菜 永野　奏

中京女子大高校 水戸第四中学校 四日市ジュニア 島原レスリングスクール

女子ジュニアの部 オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞 松川　知華子 日本大学

階級 第1位 第2位 第3位 第3位
進藤　恵 中村　理奈

堺女子高校 西邑楽クラブ

船津　友里 吉澤　碧 浜中　由美子

東洋大学 大東文化大学 日本体育大学

赤坂　幸子 本橋　裕子 平岡　深雪 山本　奈美

福岡大学 中京女子大学 大東文化大学 国士舘大学

松川　知華子 森藤　真希 山田　広子 森　八千代

日本大学 大東文化大学 代々木クラブ 大東文化大学

石井　千恵 岩嶋　沙織 浜見　有希

中京女子大学 代々木クラブ 隠岐島前高校

宇野　祥弥 金沢　早希 海原　未央 森　悠紀子

四日市四郷高校 堺女子短期大学 代々木クラブ 堺女子高校

松井　貴子

富山第一高校

新海　真美

日野クラブ

女子の部JOC杯 赤坂　幸子 福岡大学

63ｋｇ級

68ｋｇ級

75ｋｇ級

46ｋｇ級

50ｋｇ級

54ｋｇ級

58ｋｇ級

60ｋｇ級

65ｋｇ級

70ｋｇ級

43ｋｇ級

49ｋｇ級

52ｋｇ級

56ｋｇ級

38ｋｇ級

40ｋｇ級

43ｋｇ級

46ｋｇ級
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男子カデットの部：　フリ－スタイル オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞 小田　裕之 久居中学校

階級 第1位 第2位 第3位 第3位
戸塚　孝二 山下　裕幸 筒井　亮佑

関宿高校 敦賀気比高校 天理教親里高校

長江　翔太 小俣　将太 小林　義昌 中野　雄基

久居高校 霞ヶ浦高校 岐阜工業高校 天理教親里高校

小田　裕之 藤元　洋平 麦沢　泰成 安武　誠

久居中学校 三井高校 種市高校 土浦日大高校

山口　巨 岩崎　大輔 西田　佳祐 井堀　絢介

立命館宇治高校 専修大北上高校 高岡商業高校 同志社香里高校

安澤　薫 関谷　竜太朗 岩永　将平 伊藤　真行

向上高校 鹿屋中央高校 島原高校 新潟工業高校

青山　久志 太田　大二郎 松本　克也 大庵　康嗣

松江工業高校 栗東高校 沼津学園高校 鹿屋中央高校

小椋　良介 永田　裕城 上原　安史 大月　葵斐

沼津学園高校 網野レスリング 北稜高校 日本文理大高校

藤本　大輔 下屋敷　圭貴 小室　直人 野口　亮二

広陵高校 光星学院高校 霞ヶ浦高校 鹿屋中央高校

小林　敏雄 寶　龍一 木村　将志 城戸　和幸

上田西高校 宮古商業高校 峰山高校 玉名工業高校

木暮　僚太 沖　アントニ－ 阿佐美　大輔 廣瀬　啓太

霞ヶ浦高校 広陵高校 足利工業高校 岐南工業高校

男子カデットの部：グレコロ－マンスタイル

階級 第1位 第2位 第3位 第3位
梶　雅晴 鈴木　亮介

育英クラブ 野田第一中学校

菊池　賢人 牧瀬　裕樹

木間ヶ瀬中学校 栄魂倶楽部ジュニア

峰村　亮 大原　淳哉 中本　智大 津村　尚幸

磯子工業高校 近大附属高校 紀北工業高校 倉敷高校

倉本　一真 佐々木　悟 ｼﾞｮﾝ･ｻﾙｻﾞ- 中村　弘

日野高校 大岡高校 日大藤沢高校 沼津学園高校

佐々木　直哉 中添　将之 竹本　雄飛 廣畑　崇

福山明王台高校 高松北高校 立命館宇治高校 南部高校

田島　一賢 石黒　弘幸 松本　大輝 元女　直輝

玉名工業高校 高岡商業高校 今治工業高校 金沢市立工業高校

畑　俊輔 井上　智裕 浅野　洋一 伏見　貴弘

日大藤沢高校 育英高校 六ツ川高校 倉敷高校

齋川　哲克 山崎　逸平 北原　庸平 小泉　大樹

足利工業高校 高知東高校 育英高校 韮崎工業高校

越智　誠 中西　正樹 吉田　育寛 岩本　鉄也

今治工業高校 育英高校 大村工業高校 宮崎工業高校

渡辺　達也 中塔　一貴 矢部　隆幸 茂村　稔

今治工業高校 南京都高校 笠岡工業高校 玉名工業高校

76ｋｇ級

85ｋｇ級

100ｋｇ級

54ｋｇ級

58ｋｇ級

63ｋｇ級

69ｋｇ級

100ｋｇ級

42ｋｇ級

46ｋｇ級

50ｋｇ級

63ｋｇ級

69ｋｇ級

76ｋｇ級

85ｋｇ級

46ｋｇ級

50ｋｇ級

54ｋｇ級

58ｋｇ級

42ｋｇ級
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男子ジュニアの部：　フリ－スタイル オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞 高塚　紀行 霞ヶ浦高校

階級 第1位 第2位 第3位 第3位
深沢　剛 渡邉　朋浩 漆原　功二 丸山　純一

徳山大学 少年工科学校 関西大学 徳山大学

足立　孝司 久安　保史 福田　裕亮 花堂　康洋

山梨学院大学 日本体育大学 大東文化大学 東洋大学

高塚　紀行 小島　豪臣 久次米　康裕 坂口　信仁

霞ヶ浦高校 日本体育大学 日本体育大学 専修大学

鈴木　崇之 佐藤　吏 河合　正輝 小笠原　彰信

立命館大学 早稲田大学 日本大学 国士舘大学

松井　翔 小椋　康士郎 渡邉　昌人 桜井　浩二

立命館大学 山梨学院大学 山梨学院大学 拓殖大学

松本　真也 山縣　養一 伊藤　拓也 尾島　好洋

日本大学 日大藤沢高校 盛岡工業高校 専修大学

吉田　年成 米山　祥嗣 坂本　憲蔵 三上　恭佑

専修大学 日本体育大学 日本文理大学 専修大学

新堀　武 岩元　章 黒川　茂高 加賀　正祥

東洋大学 大東文化大学 福岡大学 東京農業大学

男子ジュニアの部：グレコロ－マンスタイル

階級 第1位 第2位 第3位 第3位
上田　吉輝 斉藤　恵

徳山大学 法政大学

長谷川　恒平 近藤　壮一郎 守随　俊暁 西森　啓太

青山学院大学 東洋大学 神奈川大学 拓殖大学

福間　道元 川向　寛 西尾　直之 奥野　剛士

日本体育大学 拓殖大学 同志社大学 山梨学院大学

江藤　紀友 坂本　将典 木村　欣矢 北岡　秀王

拓殖大学 日本大学 日本体育大学 日本体育大学

鶴巻　宰 有働　真也 髙橋　海人 後藤　秀樹

国士舘大学 中央大学 日大藤沢高校 日本体育大学

曽我部　健 子本　真照 柳澤　丈児 松永　修司

国士舘大学 青山学院大学 東京農業大学 日本体育大学

吉田　光志 菅原　郁也 宮崎　光弘 森田　健司

福岡大学 山梨学院大学 日本文理大学 東京農業大学

後藤　志勝 丸山　秀樹 中村　淳志 葉沢　進

日本体育大学 東京農業大学 広陵高校 東洋大学

男子の部JOC杯 松本　真也 日本大学

96ｋｇ級

120ｋｇ級

60ｋｇ級

66ｋｇ級

74ｋｇ級

84ｋｇ級

96ｋｇ級

50ｋｇ級

55ｋｇ級

120ｋｇ級

60ｋｇ級

66ｋｇ級

74ｋｇ級

84ｋｇ級

50ｋｇ級

55ｋｇ級
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