
東京都中体連女子大会記録

年度 区分

48kg 板橋 板橋四 伊勢 板橋四 近藤 小金井南 木俣 板橋四 鈴木 板橋四 田沢 横山 中村 日大三 小川 上石神井

52kg 木村 藤村女子 五十嵐 久留米 原藍 足立十四 小林 井草 船橋 双葉 石塚 板橋四 松永 茗台 高橋 田無二

56kg 早田 田無二 平岡 足立三 花里 高島二 齋藤 東村山五 都築 藤村女子 羽深 中野八 高橋 第三亀戸

56kg超 岩田千 淑徳 中澤ち 調布三 沖 東村山二 小松 藤村女子 上山 寺島 秋葉 上祖師谷 岡 篠崎二 代田 八王子一

48kg 土屋 足立十四 清水 足立九 徳永 淑徳 鈴木 板橋四 松本 小金井南 町田 京華 小池 藤村女子 望月 板橋四

52kg 岡野 渋谷教育学 吉岡 板橋四 小林 井草 五十嵐 久留米 高野 五日市 町田 板橋一 千葉 足立十四 森見 板橋一

56kg 平岡 足立三 早田 田無二 花里 高島二 小林久 淑徳 佐藤帆 第三亀戸 小清水 板橋四 都築 藤村女子 栗原 六月

56kg超 岩田千 淑徳 山本 板橋一 代田 八王子一 岡 篠崎二 谷 曳舟 諸橋 恩型 熊木 忠生 中澤さ 調布三

48kg 徳永 淑徳 中谷 淑徳 杉本 板橋四 清水 足立九 鈴木 立正 佐藤 鈴ヶ森 石島 上祖師谷 久田 井荻

52kg 吉岡 板橋四 今田 上石神井 小池 藤村女子 赤嶺 第三亀戸 橋本 東大和五 吉田 日大三 田中 石神井西 新藤 富士

56kg 小林久 淑徳 岡野 渋谷教育学 都築 藤村女子 佐藤帆 第三亀戸 石塚 瑞江三 大西 松江三 佐藤 福生一 峯田 王子

56kg超 中澤さ 調布三 岩田千 淑徳 代田 八王子一 岡 篠崎二 小林 井草 小菅 上石神井 海部 松江二 山本 調布

48kg 西田 淑徳 岩田里 淑徳 杉本 板橋四 久田 井荻 木村 忠生 石島 上祖師谷 石橋 松江二 高林 明中八王子

52kg 小池 藤村女子 今田 上石神井 清水 足立九 中谷 淑徳 滝田 東大和五 森田 淑徳 赤嶺 第三亀戸 三枝 松江二

56kg 小林久 淑徳 伊藤 淑徳 山形 第三亀戸 秋野 板橋一 松浦 鈴ヶ森 菱田 五日市 大西 松江三 佐藤 福生一

56kg超 中澤さ 調布三 佐藤帆 第三亀戸 森下 三宅 新藤 富士 関口 板橋一 萩原 南葛西 鶴岡 京華女子 猪瀬 上板橋一

48kg 西田 淑徳 折笠 南大沢 矢野 淑徳 久田 井荻 手塚 亀有 松本 川村 渡辺 渋谷教育学 石島 上祖師谷

52kg 岩田里 淑徳 森田 淑徳 滝田 東大和五 野口 多摩辺 山中 松江二 佐藤 打越 近藤 石神井西 吉田 立川三

56kg 中谷 淑徳 佐藤 福生一 橋本 東大和五 菱田 五日市 小島 藤村女子 倉島 岩淵 吉田 東村山五 関戸 藤村女子

56kg超 伊藤 淑徳 井上 淑徳 高橋 第三亀戸 鶴岡 京華女子 関口 板橋一 佐藤 鈴ヶ森 三次 東大和五 猪瀬 上板橋一

44kg 大水 東洋英和 飯塚 淑徳 長神 亀有 白政 東大和五 塩野谷若 府中四 切原 岩淵 佐野 東大和五 相島 板橋一

48kg 折笠 南大沢 森田 渋谷教育学 矢野 淑徳 成澤 東大和五 西山 渋谷教育学 高橋 明中八王子 木村 辰巳 桜井 藤村女子

52kg 西田 淑徳 吉田 立川三 野口 多摩辺 井上 立川二 関口 本田 南 明中八王子 柏原 松江二 木頃 明中八王子

57kg 手塚 亀有 森田 淑徳 菱田 五日市 森田 日大三 谷田 開進二 猪瀬 上板橋一 室田 国士舘 池田 三宅

63kg 伊藤 淑徳 鶴岡 京華女子 大川 淑徳 田村 鈴ヶ森 平松 三宅 本多 東大和五 根岸 明中八王子 土屋 足立一

70kg 井上 淑徳 飯田 渋谷教育学 澤田 上板橋一 松谷 文京一 持木 足立九 道田 立正 中山 立川三 斎藤 東大和五

70kg超 塚田 淑徳 小林悠 淑徳 佐藤夏 第三亀戸 関口 板橋一 田中 鈴ヶ森 佐々木 府中一 安富 豊玉 佐藤 立川二

44kg 井上 日大三 白政 東大和五 大水 東洋英和 斎藤 東村山五 原田 上祖師谷 佐野 東大和五 西山 渋谷教育学 小林 立正

48kg 森田 渋谷教育学 長神 亀有 平井 文京一 桜井 藤村女子 大坪 武蔵野五 木村 辰巳 奥脇 松が谷 田村 淑徳

52kg 折笠 南大沢 堤 中山 飯塚 淑徳 黒川 東大和五 富田 日本橋 古澤 東大和五 別宮 深川五 大井 花畑北

57kg 矢野 淑徳 森田 日大三 関戸 藤村女子 渡辺 渋谷教育学 戸澤 駒込 北島 青梅一 井上 立川二 藤原 八王子三

63kg 木根渕 日大三 室田 国士舘 大川 淑徳 鞭馬 小松川二 池田 武蔵村山四 持木 足立九 遠藤 石川 大田 武蔵野二

70kg 井上 淑徳 飯田 渋谷教育学 田村 鈴ヶ森 加藤 上祖師谷 牛久保 文林 吉田 足立十四 濱田 淑徳

70kg超 塚田 淑徳 小林悠 淑徳 佐藤 立川二 木内 横山 南場 花畑北 矢野 第三亀戸 石川 鈴ヶ森

44kg 浅香 藤村女子 池永 東大和五 竹内薫 淑徳 竹内晶 淑徳 今井 渋谷教育学 斉藤 東村山五 木内 東大和五 河野 亀有

48kg 斉藤 淑徳 平井 文京一 井上 日大三 越山 双葉 白座 由木 井戸 大門 渡辺 駒込 大坪 武蔵野五

52kg 小原 淑徳 桜井 藤村女子 藤代 板橋四 長神 亀有 奥脇 松が谷 田村 淑徳 小川 鈴ヶ森 渋谷 八王子三

57kg 飯島 池袋 森田 渋谷教育学 藤原 八王子三 森田 藤村女子 古川 大門 田村 大門 黒川 東大和五 長谷川 淑徳

63kg 室田 国士舘 渡辺 渋谷教育学 新村 立川二 堤 中山 伊藤 上板橋三 峰松 池袋 濱田 淑徳 遠藤 石川

70kg 飯田 渋谷教育学 大田 武蔵野二 斉藤 東大和五

70kg超 小林悠 淑徳 宍戸 渋谷教育 石澤 八王子三 田辺 立川二 真道 篠崎 南場 花畑北 田中 鈴ヶ森

44kg 浅香 藤村女子 河野 亀有 三浦 渋谷教育学 竹内晶 淑徳 新井 淑徳 小原瑞 淑徳 中村 大島一 酒井 足立一

48kg 清水明 渋谷教育学 清水愛 渋谷教育学 竹内薫 淑徳 井上 日大三 五味 文京一 本橋 三鷹一 高橋 渋谷教育学 伊藤 大門

52kg 斉藤 淑徳 渋谷 八王子三 越山 双葉 今井 渋谷教育学 白座 由木 岡島 館 須崎 楢原 武田 淑徳

57kg 小原奈 淑徳 田村 淑徳 赤嶺 淑徳 藤代 板橋四 冨田 新小岩 星野 北豊島 青木 青梅西 加藤 足立一

63kg 渡辺 渋谷教育学 堤 中山 長谷川 淑徳 松下 大泉学園 四谷 青梅一 伊藤 桜華女学院 内田 甲ノ原 立河 東村山二

70kg 新村 立川二 南場 花畑北 野勢 貫井 林 東村山五 田上 南大谷 菅原 立正 瀬間 石川 戸高 石川

70kg超 宍戸 渋谷教育学 真道 篠崎 向後 淑徳 田沼 小松川一 舩津 深川五 橋本 深川五 本山 館

44kg 浅香 藤村女子 小原瑞 淑徳 宮本 淑徳 増尾 淑徳 千原 淑徳 小倉 第三亀戸 棚町 和田 中村 大島一

48kg 三浦 渋谷教育学 清水愛 渋谷教育学 竹内晶 淑徳 金子 淑徳 佐藤 淑徳 藪下 日大三 緑川 足立一 酒井 足立一

52kg 斉藤 淑徳 五味 文京一 田浦 淑徳 新井 淑徳 吉川 東村山五 清水 淑徳 伊藤詩 渋谷教育学 白座 由木

57kg 小原奈 淑徳 武田 淑徳 三輪 淑徳 今井 渋谷教育学 飯島 東村山四 星野 北豊島 能登 駒込 今村 藤村女子

63kg 川戸 淑徳 伊藤陽 渋谷教育学 加藤 足立一 宇佐美 東洋英和 小倉 渋谷教育学 内藤 立川二 朝比奈 東大和五 須賀 貫井

70kg 峰松 池袋 渡邉 藤村女子 中田 第三亀戸 田中 八王子三 舩津 深川五

70kg超 向後 淑徳 山崎 東調布 菅原 立正 武内 瑞江

44kg 小原 淑徳 柏崎 淑徳 七野 由井 越山 双葉 矢崎 青梅二 加藤 足立一 海谷 足立十三 南原 貫井

48kg 金子 淑徳 千原 淑徳 佐藤 淑徳 高橋 第三亀戸 田中 八王子七 棚町 和田 酒井 足立一 細川 大門

52kg 三浦 渋谷教育学 三輪 淑徳 五味 文京一 藪下 日大三 清水 淑徳 松岡 上板橋三 加藤 藤村女子 諏訪 文京一

57kg 田浦 淑徳 上村 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 永田 田無三 尾嵜 第三亀戸 立光 立川二 岩崎 駒込 武田 淑徳

63kg 川戸 淑徳 今村 藤村女子 佐々木 東村山二 内藤 立川二 鳥越 明治学院 新井 淑徳 小倉 渋谷教育学 白川 八王子三

70kg 渡邉 藤村女子 中田 第三亀戸 田中 五日市 小林 南葛西 鷹栖 東陽 澁谷 東陽

70kg超 向後 淑徳 山崎 東調布 武内 瑞江 加藤 二之江 千木良 東陽

44kg 七野 由井 高橋 小平一 海谷 足立十三 古澤 東陽 南原 貫井 桜井 立正 今村 上水 長沢 淑徳

48kg 佐藤 淑徳 高橋 第三亀戸 堤 打越 大槻 第三亀戸 小林 東村山三 澤内 藤村女子 花川 淑徳 田中 八王子七

52kg 金子 淑徳 諏訪 文京一 松林 淑徳 加藤 藤村女子 松村 大門 北畑 淑徳 荻野 砧南 伊藤 澁谷教育学

57kg 田浦 淑徳 清水 淑徳 上村 渋谷教育学 永田 田無三 池田 第三亀戸 藪下 日大三 久我 淑徳 金内 足立一

63kg 川戸 淑徳 尾嵜 第三亀戸 吾妻 渋谷教育学 矢澤 打越 間瀬 渋谷教育学 亀井 藤村女子 伊原 共立女子二 関口 東葛西

70kg 今村 藤村女子 小原 文京一 田中 打越 澁谷 東陽

70kg超 立野 渋谷教育学 武内 瑞江 永森 稲付 齊藤 淑徳
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44kg 桜井 立正 金子 淑徳 増田 藤村女子 今村 上水 及川 足立十一 上田 駒込 南原 貫井 国本 七生

48kg 堤 打越 長澤 淑徳 黒野 日大三 古澤 東陽 高澤 淑徳 森田 東葛西 高橋 小平一 元吉 上水

52kg 松林 淑徳 田中 八王子七 七野 由井 山崎 武蔵野二 森 藤村女子 北畑 淑徳 平岩 山崎 小金澤 淑徳

57kg 金内 淑徳 吾妻 渋谷教育学 中島 第三亀戸 池田 第三亀戸 宮崎 文京一 阿左見 淑徳 秋葉 藤村女子 山内 開進一

63kg 亀井 藤村女子 吉田 帝京 矢澤 打越 渡辺 淑徳 遠藤 深川五 磯野 上水 川村 府中三 間瀬 渋谷教育学

70kg 喜多 淑徳 諏訪 渋谷教育学 金子 淑徳 小原 文京一

70kg超 立野 渋谷教育学 酒井 第三亀戸 齊藤 淑徳 平田 渋谷教育学

44kg 増田 藤村女子 国本 七生 義村 修徳学園 酒井 帝京 今村 上水 小林 打越 山下 青梅新町 佐々木 調布

48kg 吉田 上板橋三 金子 淑徳 高橋 小平一 中村 帝京 岩田 青梅二 佐藤 貫井 吉田 文京一 平井 文京一

52kg 澤内 藤村女子 髙澤冴 淑徳 藤原 帝京 宮崎 文京一 堤 打越 森 藤村女子 北畑 淑徳 渡辺 渋谷教育学

57kg 小向 渋谷教育学 鈴木 帝京 秋葉 藤村女子 阿左見 淑徳 金内 淑徳 髙橋 第三亀戸 浅井 貫井 都筑 日大三

63kg 吉田 帝京 渡辺 淑徳 亀井 藤村女子 間瀬 渋谷教育学 小木曽 深川五 星野 赤塚二 山下 渋谷教育学 関口 淑徳

70kg 矢澤 打越 遊佐 文京一 小原 文京一 商 帝京

70kg超 橋本 淑徳 齊藤 淑徳 鳥海 淑徳 酒井 第三亀戸

44kg 義村 修徳学園 国本 七生 尾崎 淑徳 酒井 帝京 野口 淑徳 松本 第三亀戸 肥沼 東村山六 森 藤村女子

48kg 金子 淑徳 髙橋 修徳学園 中村 帝京 鹿糠 修徳学園 石塚 上板橋三 吉田 文京一 佐々木 調布 岸野 日大二

52kg 宮崎 文京一 髙澤優 淑徳 髙澤冴 淑徳 鈴木 藤村女子 加藤 帝京 吉村 修徳学園 早川 上水 近藤 修徳学園

57kg 藤原 帝京 髙橋 第三亀戸 西尾 帝京 田中 修徳学園 都筑 日大三 佐田 立正 渡辺 渋谷教育学 堀口 武蔵村山五

63kg 小向 渋谷教育学 山下 渋谷教育学 柿澤 渋谷教育学 大橋 緑野 岩田 拝島 額賀 南葛西二 岡崎 府中一 久保 青梅二

70kg 吉田 帝京 遊佐 文京一 商 帝京 本田 瑞江 森 淑徳 小松原 第三亀戸 佐々川 渋谷教育学 川端 上板橋三

70kg超 橋本 淑徳 朝比奈 渋谷教育学 原田 帝京 若林 第三亀戸 石山 東陽 西尾 東陽 渡辺 府中三 村田 南千住二

40kg 西山 関 浜口 伊藤学園 大田 本田 大槻 深川五

44kg 七野 由井 酒井 帝京 廣澤 修徳学園 松本 第三亀戸 尾崎 淑徳 平野 小平六 宇田川 国士舘 長瀬 貫井

48kg 高橋 修徳学園 後藤 渋谷教育学 石塚 国士舘 高橋 上板橋三 伹馬 瑞江 佐藤 修徳学園 大木 第三亀戸 野口 淑徳

52kg 義村 修徳学園 中村 帝京 髙澤 淑徳 鹿糠 修徳学園 星野 文京一 橋本 瑞江 小林 貫井 圷 修徳学園

57kg 西尾 帝京 吉村 修徳学園 田中 修徳学園 井田 藤村女子 近藤 修徳学園 山下 渋谷教育学 鈴木 藤村女子 黒宮 清泉

63kg 柿澤 渋谷教育学 中嶋 赤塚二 壽 第三亀戸 高橋 修徳学園 笹澤 青梅三 今井 藤村女子 植木 貫井 宮下 女子美大附

70kg 森 淑徳 浜 文京一 本田 瑞江 小松原 第三亀戸 久松 二之江 向井 立教女学院 岩田 拝島 佐々川 渋谷教育学

70kg超 朝比奈 渋谷教育学 商 帝京 荒谷 帝京 加藤 貫井 大山 帝京 泉 第三亀戸 鳥海 淑徳

40kg 石森 陵南 横山 国分寺三 松田 貫井 大槻 深川五 田中 増戸 吉田 第三亀戸 小林 西早稲田

44kg 七野 由井 廣澤 修徳 小原 第三亀戸 佐々木 青梅二 松崎 国士舘 平野 小平六 川田 修徳 西山 関

48kg 高橋 修徳 宇田川 国士舘 幸本 帝京 高橋 上板橋三 潮田 久留米 山崎 淑徳 山本 小平二 吉田 渋谷教育学

52kg 石塚 国士舘 橋本 瑞江 今井 帝京 宮崎 打越 飯田 淑徳 鈴木 西早稲田 大木 第三亀戸 三國 修徳

57kg 西尾 帝京 近藤 修徳 鈴木 藤村女子 井田 藤村女子 小林 貫井 德田 三鷹中等 斉藤 修徳 西願寺 喜多見

63kg 今井 藤村女子 柿澤 渋谷教育学 高橋 修徳 杉山 修徳 笹澤 青梅三 植木 貫井 中嶋 赤塚二 壽 第三亀戸

70kg 浜 文京一 泉 第三亀戸 三浦 武蔵村山五 野澤 淑徳 林 藤村女子 吉野 淑徳 猪之鼻 松江四

70kg超 朝比奈 渋谷教育学 渡辺 渋谷教育学 戸井田 藤村女子 加藤 貫井

40kg 藤阪 国分寺一 山本 帝京 吉田暉 第三亀戸 江花 秋多 栗田 修徳 吉田韻 第三亀戸 山下 中山 金持 青梅二

44kg 明石 渋谷教育学 松崎 国士舘 石森 陵南 西山 関 松田 貫井 渡辺 第三亀戸 田中 増戸 関根 戸越台

48kg 七野 由井 上田 修徳 平野 小平六 川田 修徳 安藤 修徳 野口 調布 関根 淑徳 菅谷 淑徳

52kg 廣澤 修徳 幸本 帝京 飯田 淑徳 吉田 渋谷教育学 山田 小平六 鈴木 西早稲田 山盛 国士舘 三國 修徳

57kg 斉藤 修徳 大野 淑徳 佐藤 国士舘 宮崎 打越 小川 東陽 田谷 東海高輪台 塩澤 青梅一 小向 修徳

63kg 佐藤 藤村女子 杉山 修徳 笹澤 青梅三 鈴木 藤村女子 小田 稲城四 西願寺 文京一 野澤 淑徳 野口 七国

70kg 浜 文京一 岩永 帝京 宇田川 国士舘 渡會 第三亀戸

70kg超 荒谷 帝京 大山 帝京 渡辺 渋谷教育学 三浦 東大和二

40kg 藤阪 国分寺一 山本 帝京 加藤 陵南 栗田 修徳 吉田韻 第三亀戸 江花 秋多 坂野 久留米 座間 武蔵村山三

44kg 安部 帝京 石森 綾南 田中 増戸 箕輪 元八王子 吉田暉 第三亀戸 小林 淑徳 小林 貫井 杉野 修徳

48kg 明石 渋谷教育学 布谷 藤村女子 関根 戸越台 安藤 修徳 畠山 中野十 早川 調布三 越山 貫井 松崎 国士舘

52kg 菅谷 淑徳 山本 帝京 石山 修徳 山田 小平六 若菜 貫井 小峰 拝島 鈴木 淑徳 日高 四谷

57kg 佐藤 国士舘 田谷 東海高輪台 吉田 渋谷教育学 三國 修徳 沢田 藤村女子 塩澤 青梅一 中村 帝京 山崎 淑徳

63kg 西願寺 文京一 小向 修徳 野澤 淑徳 橋本 瑞江 藤平 拝島 野澤 帝京 八幡 第三亀戸 宮本 国士舘

70kg 岩永 帝京 宇田川 国士舘 福井 淑徳 山村 第三亀戸 舘洞 由木 角田 帝京 常田 修徳 松﨑 浅川

70kg超 三浦 東大和二 高橋 帝京 戸井田 藤村女子 神戸 帝京

40kg 藤阪 国分寺一 島田 府中五 栗田 修徳 中村 帝京 吉田 第三亀戸 平方 修徳 小林 貫井 森 葛西

44kg 安部 帝京 中水流 渋谷教育学 洲﨑 藤村女子 杉野 修徳 田﨑花 南葛西 増沢 深沢 本間千 国士舘 坂野 久留米

48kg 小林 淑徳 藤城 帝京 安藤 修徳 布谷 藤村女子 箕輪 元八王子 小林 修徳 棚橋 学習院女子 関口 拝島

52kg 明石 渋谷教育学 大手 修徳 早川 調布三 斉藤 修徳 山崎 蒲原 関根 渋谷教育学 荒谷 貫井 平野 小平六

57kg 平田 足立十二 佐藤 国士舘 田谷 東海高輪台 佐々木 帝京 鈴木 上板橋三 矢島 赤塚一 渡辺 帝京 田﨑梨 南葛西

63kg 福井 淑徳 野澤 帝京 塚田 藤村女子 石川 渋谷教育学 廣瀬 八王子四 髙井 羽村二 上原 文京一 橋本 瑞江

70kg 宇田川 国士舘 西島 日大三 松﨑 浅川 菱沼 修徳 立川 篠崎二 舘洞 由木

70kg超 高橋 帝京 佐藤 東葛西 本間裕 国士舘 角田 帝京

40kg 新井 淑徳 島田 府中五 川田 修徳 中村美 帝京 岩切 国分寺三 中原 貫井 小林 貫井 佐久間 貫井

44kg 中水流 渋谷教育学 池田 帝京 洲﨑 藤村女子 本間千 国士舘 関口 拝島 座間 武蔵村山三 関根 戸越台 田﨑花 南葛西

48kg 布谷 藤村女子 藤城 帝京 小林 淑徳 水村 青梅三 谷岡 渋谷教育学 菅野 修徳 増沢 深沢 三田 上水

52kg 畠山 中野十 高野 国士舘 三谷 帝京 斉藤 修徳 矢吹 淑徳 加藤 陵南 関根 渋谷教育学 新井 志村四

57kg 石川 渋谷教育学 渡辺 帝京 大手 修徳 吉田 帝京 箕輪 元八王子 早川 調布三 金子 拝島 宮木 修徳

63kg 中村愛 帝京 田嶋 帝京 塚田 藤村女子 佐藤 東海高輪台 織田 拝島 齋藤 二之江

70kg 西島 日大三 菱沼 修徳 竹川 浅川 長谷川 東村山三 池田 中野五 宮本 国士舘 美河 小山 ｽﾀﾝﾎﾞｰ 拝島

70kg超 高橋 帝京 永井 帝京 本間裕 国士舘 舘洞 由木

◆総体（体重別選手権）②
優勝 準優勝 第３位 第４位
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年度 区分

40kg 桑田 淑徳 川田 修徳 長澤 南成瀬 岩切 国分寺三 生田 修徳 柏葉紅 府中十 藤原 渋谷教育学 早坂 甲ノ原

44kg 島田 府中五 新井 淑徳 石川 修徳 早瀬 修徳 向田 緑丘 高橋 国士舘 本間 国士舘 神尾 武蔵村山四

48kg 中水隆 渋谷教育学 洲﨑 藤村女子 丸山 深川三 三田 上水 大塚菫 拝島 関 国士舘 齊藤 目黒中央 平方 修徳

52kg 池田 帝京 柏葉郷 府中十 荒井 藤村女子 高野 国士舘 堀内 武蔵野五 菅野 修徳 川村 貫井 大山 藤村女子

57kg 吉田 帝京 渡辺 渋谷教育学 矢吹 淑徳 酒井 淑徳 德田 八王子六 宮木 修徳 石川 篠崎二 浅野 渋谷教育学

63kg 塚田 藤村女子 田嶋 帝京 野﨑 青梅西 関澤 淑徳 星 帝京 田原 貫井 鈴木 上板橋三 矢澤 拝島

70kg 三谷 帝京 池田 藤村女子 佐藤 東海高輪台 山本 東陽 大澤 葛美 織田 拝島 池上 貫井 竹下 諏訪台

70kg超 永井 帝京 酒井 帝京 池田 中野五 菊池 国士舘

40kg 生田 修徳 宮木 修徳 長澤 修徳 大塚 拝島 高木 淑徳 早坂 甲ノ原 川鍋 青梅三 金 赤羽岩淵

44kg 桑田 淑徳 岩切 国分寺三 藤原 渋谷教育学 江波 藤村女子 榊枝 北沢 早瀬 小松川二 新井 石神井東 新堀 深川三

48kg 新井 淑徳 川田 修徳 高橋 国士舘 鈴木 上板橋三 関 国士舘 柳川 桜堤 坂寄 桜堤 高野 修徳

52kg 池田 帝京 徳田 淑徳 山崎 帝京 高橋 王子桜 鈴木 大泉学園 笠川 渋谷教育学 蕪木 光が丘一 川村 貫井

57kg 谷岡 渋谷教育学 吉田 帝京 矢吹 淑徳 浅野 渋谷教育学 鮫島 藤村女子 菅野 修徳 長谷川 立川二 酒井 淑徳

63kg 稲葉 国士舘 田嶋 帝京 吉岡 修徳 関澤 淑徳 野﨑 青梅西 齊藤 和泉 星 帝京 石川 篠崎二

70kg 池田 藤村女子 酒井 帝京 山本 東陽 池上 貫井

70kg超 大高 帝京 菊池 国士舘 本川 藤村女子 斉藤 帝京 金 諏訪台 稲垣 帝京

40kg 高木 淑徳 早坂 甲ノ原 大平 帝京 悦喜 貫井 坂梨 文京九 村松 桜川 佐藤 本田

44kg 桑田 淑徳 宮木 修徳 大竹 淑徳 平城 小石川 田中 修徳 川鍋 青梅三 久下 緑丘 高橋 田無四

48kg 高野 修徳 江波 藤村女子 藤原 渋谷教育学 鈴木 上板橋三 柳川 桜堤 加藤 桜堤 森近 淑徳 丹羽 修徳

52kg 笠川 渋谷教育学 矢田 国士舘 徳田 淑徳 高橋 王子桜 堀内 武蔵野五 池田 拝島 松井 東村山二 初野 三鷹四

57kg 酒井 淑徳 鈴木 帝京 蚊口 上板橋三 大山 藤村女子 須藤 渋谷教育学 八木 渋谷教育学 齋藤 国士舘 中山 大崎

63kg 吉岡 修徳 山崎 帝京 関澤 淑徳 宮崎 渋谷教育学 森田 青梅西 村井 貫井 佐藤 忠生 清水 帝京

70kg 近松 淑徳 稲葉 国士舘 菊田 甲ノ原 齊藤 和泉 棚原 修徳 横山 三宿 小野寺 松江三

70kg超 大高 帝京 酒井 帝京 斉藤 帝京 菊池 国士舘 北尾 目黒八 本川 藤村女子 南雲 日野一 稲垣 帝京

40kg 藤原 渋谷教育学 村松 桜川 倉田 桜堤 坂梨 文京九 木下 貫井 石井 世田谷 竝木 浅川 斎藤 富士見

44kg 宮木 修徳 高木 淑徳 田中 修徳 川鍋 青梅三 鎌田 貫井 佐藤 本田 佐久間 貫井 金 赤羽岩淵

48kg 丹羽 修徳 大竹 淑徳 柳川 桜堤 大平 帝京 加藤 桜堤 古川 国士舘 佐瀬 渋谷教育学 石井 伊興

52kg 森近 淑徳 鈴木 上板橋三 新堀 深川三 高橋 修徳 竹内 瑞江三 小松 横山 関口 貫井 荒田 新町

57kg 蚊口 上板橋三 徳田 淑徳 八木 渋谷教育学 須藤 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 沖田 国士舘 木内 城山 鈴木 昭和

63kg 佐藤 忠生 宮崎 渋谷教育学 齊藤 和泉 村井 貫井 永幡 東久留米南 岡本 小平六 川﨑 十条富士見 斎藤 国士舘

70kg 近松 淑徳 横山 三宿 反中 渋谷教育学 中村 貫井 加藤 国士舘 種市 元八王子 清水 帝京 村瀬 桜丘

70kg超 斉藤 帝京 本川 藤村女子 稲垣 帝京 南雲 日野一 池田 藤村女子 本多 国士舘 田村 別所 北尾 目黒八

R02

40kg 野尻 武蔵野 倉田 桜堤 玉利 淑徳 磯野 淑徳

44kg 藤原 渋谷教育学 川嶋 修徳 村松 上板橋三 外山 渋谷教育学 小林桜 開進三 上野 淑徳 永井 喜多見 西山 城山

48kg 倉田 淑徳 木下 渋谷教育学 古川 国士舘 北島 元八王子 牛丸 修徳 鎌田 貫井 五十嵐 淑徳 中島 荏原平塚

52kg 櫻井 淑徳 菊田 淑徳 櫻井 修徳 宮崎 淑徳 安岡 上石神井 小林 貫井 黒田 日大三 小林美 開進三

57kg 岡本 藤村女子 瀧ヶ崎 淑徳 髙田 淑徳 北尾 目黒八 田中 修徳 大関 荒川七 武田 渋谷教育学 森下 本田

63kg 岩田 修徳 佐藤 藤村女子 常田 淑徳 杉本 淑徳 諸見 文京九 芝田 修徳 池上 貫井 櫻井 本田

70kg 森野 日野一 神 修徳 加藤 国士舘 本川 藤村女子

70kg超 荻野友 国士舘 荻野恵 国士舘 北川 国士舘 辻田 国士舘

40kg 伊藤 深川二 玉利 淑徳 関川 藤村女子 内田 中瀬 小田 三鷹一 仲宗根 淑徳 堀越 平山

44kg 川嶋 修徳 外山 渋谷教育学 磯野 淑徳 坂梨 文京九 鯨井 貫井 嶋貫 淑徳 濱田 上板橋三 石田 淑徳

48kg 五十嵐 淑徳 木下 渋谷教育学 北島 元八王子 小柴 修徳 永井 喜多見 安次嶺 小平三 安富 淑徳 羽田野 日大三

52kg 植村 渋谷教育学 上野 淑徳 神保 淑徳 泉 淑徳 牛丸 修徳 岡安 赤羽岩淵 小林 貫井 宍戸 藤村女子

57kg 武田優 渋谷教育学 髙田 淑徳 内海 修徳 伊藤 荒川七 荒井 足立十一 横野 七国 窪田 農大一 八木 藤村女子

63kg 岩田 修徳 常田 淑徳 杉本 淑徳 穂園 上祖師谷 齋藤 修徳 菱沼 出雲 小島 藤村女子

70kg 森野 日野一 武田桃 渋谷教育学 芝田 修徳 本川　 藤村女子

70kg超 荻野友 国士舘 荻野恵 国士舘 安藤 武蔵野一 北川 国士舘 澤 渋谷教育学 清家 淑徳

◆総体（体重別選手権）③
優勝 準優勝 第３位 第４位 第５位

R04

H28

R03

　大会中止

R01

H30

H29



東京都中体連女子大会記録

年度 区分

H09 団体

H10 団体

H11 団体

H12 団体

H13 団体

H14 団体

H15 団体

H16 団体

H17 団体

H18 団体

H19 団体

H20 団体

H21 団体

H22 団体

H23 団体

H24 団体

H25 団体

H26 団体

H27 団体

H28 団体

H29 団体

H30 団体

R01 団体

R02

R03 団体

R04 団体

　大会中止

貫井 修徳淑徳 帝京 藤村女子 渋谷教育学園 本田 国士舘

修徳 国士舘帝京 藤村女子 渋谷教育学園 淑徳 貫井 篠崎二

修徳 渋谷教育学園帝京 国士舘 淑徳 藤村女子 拝島 上板橋三

修徳 渋谷教育学園帝京 淑徳 国士舘 藤村女子 拝島 第三亀戸

第三亀戸 修徳帝京 渋谷教育学園 国士舘 淑徳 藤村女子 貫井

青梅二 文京一渋谷教育学園 修徳 帝京 藤村女子 第三亀戸 国士舘

文京一 瑞江渋谷教育学園 淑徳 帝京 修徳学園 第三亀戸 貫井

文京一 修徳学園

帝京 淑徳 文京一 修徳 第三亀戸 渋谷教育学園 藤村女子 国士舘

淑徳 帝京 渋谷教育学園 第三亀戸 国士舘 藤村女子

日大三 上水

淑徳 渋谷教育学園 帝京 藤村女子 打越 第三亀戸 文京一 東葛西

淑徳 藤村女子 渋谷教育学園 文京一 打越 第三亀戸

足立一 八王子三

淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 文京一 青梅二 第三亀戸 東陽 打越

淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 文京一 第三亀戸 上板橋三

立川二 石川

淑徳 藤村女子 渋谷教育学園 文京一 日大三 第三亀戸 立川二 足立一

渋谷教育学園 淑徳 藤村女子 八王子三 日大三 上板橋三

東大和五 鈴ヶ森

渋谷教育学園 淑徳 藤村女子 東大和五 立川二 八王子三 日大三 池袋

淑徳 日大三 渋谷教育学園 立川二 藤村女子 瑞穂

忠生 明中八王子

淑徳 上板橋一 渋谷教育学園 板橋一 松江二 藤村女子 岩淵 東村山五

淑徳 板橋一 第三亀戸 東大和五 富士 鈴ヶ森

松江二 上石神井

淑徳 第三亀戸 板橋四 板橋一 明中八王子 藤村女子 忠生 鈴ヶ森

淑徳 板橋四 第三亀戸 藤村女子 大島 明中八王子

◆総体（対抗大会）

優勝 準優勝 第３位 第４位 第５位

篠崎二 渋谷教育学園帝京 淑徳 国士舘 藤村女子 貫井 修徳

上板橋三 渋谷教育学園国士舘 帝京 淑徳 藤村女子 拝島 修徳

拝島 渋谷教育学園淑徳 藤村女子 国士舘 修徳 元八王子 桜堤

藤村女子 日大三国士舘 淑徳 修徳 渋谷教育学園 貫井 上石神井



東京都中体連女子大会記録

年度 区分

H04 無差別 夛田 足立十四 永井 上石神井 鮫島 上板橋三 齋藤 竹の塚

H05 無差別 原郁 足立十四 村田 田無二 日置 上石神井 猿渡 藤村女子 鮫島 上板橋三 酒井 常盤 宗石 青山学院 小林 田無二

H06 無差別 猿渡 藤村女子 小松 藤村女子 早田 田無二 近藤 小金井南 酒井 常盤 園田 小金井南

H07 無差別 岡 篠崎二 岩田千 淑徳 五十嵐 久留米 山本 板橋一 森見 板橋一 平岡 足立三 代田 八王子一 早田 田無二

52kg 徳永 淑徳 吉岡 板橋四 小池 藤村女子 清水 足立九 大塚 王子 北原 板橋四 望月 板橋四 山形 第三亀戸

52kg超 岩田千 淑徳 岡 篠崎二 岡野 渋谷教育学 小林久 淑徳 田中 石神井西 峯田 王子 佐藤帆 第三亀戸 代田 八王子一

52kg 小池 藤村女子 中谷 淑徳 清水 足立九 赤嶺 第三亀戸 岩田里 淑徳 山形 第三亀戸 佐藤 鈴ヶ森 望月 板橋四

52kg超 中澤さ 調布三 小林久 淑徳 今田 上石神井 岡野 渋谷教育学 宇田 東原 佐藤帆 第三亀戸 佐藤 福生一 沢井 明中八王子

52kg 西田 淑徳 岩田里 淑徳 野口 多摩辺 久田 井荻 萩原 南葛西 赤嶺 第三亀戸 滝田 東大和五 村崎 板橋四

52kg超 中谷 淑徳 伊藤 淑徳 新藤 富士 鶴岡 京華女子 青木 忠生 佐藤 鈴ヶ森 高橋 第三亀戸 秋野 板橋一

52kg 西田 淑徳 矢野 淑徳 大水 東洋英和 手塚 亀有 佐藤 打越 井上 立川二 折笠 南大沢 池田 三宅

52kg超 伊藤 淑徳 井上 淑徳 森田 淑徳 鶴岡 京華女子 小島 藤村女子 塚田 淑徳 阿部 上一色 猪瀬 上板橋一

52kg 折笠 南大沢 森田 渋谷教育学 井上 立川二 大水 東洋英和 飯島 淑徳 渡部 東大和五 長神 亀有 矢野 淑徳

52kg超 井上 淑徳 塚田 淑徳 飯田 渋谷教育学 小林悠 淑徳 鞭馬 小松川二 大川 淑徳 森田 日大三 田村 鈴ヶ森

52kg 森田 渋谷教育学 平井 文京一 桜井 藤村女子 竹内薫 淑徳 植木 立正 田村 淑徳 井上 日大三 長神 亀有

52kg超 小林悠 淑徳 飯田 渋谷教育学 堤 中山 室田 国士舘 宍戸 渋谷教育学 渡辺 渋谷教育学 藤原 八王子三 大田 武蔵野二

44kg 浅香 藤村女子 竹内晶 淑徳 河野 亀有 今井 渋谷教育学 佐久間 東大和五 中島 大門 中村 八王子三 渋谷 松江三

48kg 井上亜 日大三 越山 双葉 大坪 武蔵野五 白座 由木 佐々木 上板橋三 井戸 大門 中山 羽村三

52kg 平井 文京一 小原 淑徳 藤代 板橋四 渋谷 八王子三 額賀 南葛西二 大井 花畑北 須崎 楢原 吉田 八王子三

57kg 田村 淑徳 南 藤村女子 森田 藤村女子 塩野谷由 府中二 加藤 足立一 伊藤 渋谷教育学 田村 大門 近藤 上板橋三

63kg 堤 中山 渡辺 渋谷教育学 長谷川 淑徳 新村 立川二 富塚 八王子三 峰松 池袋 古川 大門 田倉 日大三

70kg 大田 武蔵野二 林 東村山五 野瀬 貫井 本山 館

70kg超 宍戸 渋谷教育学 南場 花畑北

44kg 三浦 渋谷教育学 浅香 藤村女子 中村 大島一 小原 淑徳 矢崎 青梅二 佐々木 上板橋三 星野 足立一 加藤 足立一

48kg 清水愛 渋谷教育学 竹内晶 淑徳 能登 駒込 萩原 上板橋三 荒井 東大和五 望月 東大和五 酒井 足立一 本橋 三鷹一

52kg 斉藤 淑徳 五味 文京一 白座 由木 須崎 楢原 吉川 東村山五 風見 深川二 豊田 大門 秋山 第三亀戸

57kg 白川 八王子三 星野 北豊島 藤巻 立石 加藤 足立一 武田 淑徳 今井 渋谷教育学 萩生田 落合 藤井 武蔵野三

63kg 伊藤 渋谷教育学 松下 大泉学園 土方 日大三 冨塚 八王子三 宇佐美 東洋英和 佐々木 東村山二 立河 東村山二 松本 石川

70kg 中田 第三亀戸 朝比奈 東大和五 伊丹 府中三 鳩貝 東陽

70kg超 向後 淑徳 安島 府中三 菅原 立正 小林 南葛西 岡村 東陽

44kg 小原 淑徳 千原 淑徳 海谷 足立十三 加藤 足立一 戸島 立川六 棚町 和田 市川 東村山二 増尾 淑徳

48kg 三浦 渋谷教育学 金子 淑徳 佐藤 淑徳 緑川 足立一 田中 稲城一 千葉 東村山二 加藤 藤村女子 花川 淑徳

52kg 三輪 淑徳 上村 渋谷教育学 藪下 日大三 田浦 淑徳 立光 立川二 安藤 南葛西二 清水 淑徳 酒井 足立一

57kg 武田 淑徳 今村 藤村女子 伊藤 渋谷教育学 新井 淑徳 尾嵜 第三亀戸 岩崎 駒込 野崎 明治学院 山本 足立一

63kg 川戸 淑徳 白川 八王子三 佐々木 東村山二 土橋 小岩三 須田 千寿青葉 矢野 青梅二

70kg 中田 第三亀戸 渡邉 藤村女子 小倉 渋谷教育学 大内 羽村三

70kg超 向後 淑徳 山崎 東調布 小林 南葛西 武内 瑞江

44kg 桜井 立正 海谷 足立十三 長澤 淑徳 越山 双葉 竹本 府中一 黒野 日大三 本村 大島三 美濃部 立川二

48kg 佐藤 淑徳 高橋 第三亀戸 大槻 第三亀戸 花川 淑徳 田中 稲城一 市川 東村山二 田中 八王子七 棚町 和田

52kg 金子 淑徳 諏訪 文京一 荻野 砧南 藪下 日大三 松村 大門 松林 淑徳 加藤 藤村女子 染谷 上板橋三

57kg 上村 渋谷教育学 田浦 淑徳 永田 田無三 小金澤 淑徳 清水 淑徳 鈴木 西巣鴨 高橋 深川五 尾嵜 第三亀戸

63kg 川戸 淑徳 今村 藤村女子 箱岩 瑞穂 長谷川 西巣鴨

70kg 渡邉 藤村女子 田中 五日市 澁谷 東陽 喜多 淑徳

70kg超 立野 渋谷教育学 武内 瑞江

44kg 桜井 立正 古澤 東陽 高橋 小平一 南原 貫井 今村 上水 鈴木 上水 上田 駒込 小林 貫井

48kg 黒野 日大三 長澤 淑徳 元吉 上水 堤 打越 澤内 藤村女子 森田 東葛西 梅原 東葛西 山崎 稲付

52kg 松林 淑徳 平岩 山崎 山崎 武蔵野二 小金澤 淑徳 荻野 砧南 北畑 淑徳 竹村 府中一 中嶋 打越

57kg 吾妻 渋谷教育学 金内 足立一 久我 淑徳 池田 第三亀戸 山内 開進一 秋葉 藤村女子 久保 青梅二 阿左見 淑徳

63kg 矢澤 打越 渡辺 淑徳 亀井 藤村女子

70kg 諏訪 渋谷教育学 小原 文京一 金子 淑徳

70kg超 永森 稲付 立野 渋谷教育学 酒井 第三亀戸

44kg 増田 藤村女子 国本 　七生 山下 青梅新町 阿部 淑徳 岩田 青梅二 冨永 小金井緑 廣瀬 赤塚二 今村 上水

48kg 金子 淑徳 吉田 上板橋三 小林 打越 高橋 小平一 吉田 文京一 森田 東葛西 小林 貫井 大河内 上板橋三

52kg 堤 打越 森 藤村女子 澤内 藤村女子 渡辺 渋谷教育学 小向 渋谷教育学 平井 文京一 高澤 淑徳 中野 藤村女子

57kg 金内 足立一 宮崎 文京一 阿左見 淑徳 秋葉 藤村女子 上地 第三亀戸 鈴木 打越 高橋 第三亀戸 久我 淑徳

63kg 渡辺 淑徳 吉田 帝京 松本 東陽 矢澤 打越

70kg 諏訪 渋谷教育学 小原 文京一 遊佐 文京一 原田 帝京

70kg超 平田 渋谷教育学 酒井 第三亀戸

44kg 国本 　七生 義村 修徳学園 佐藤 修徳学園 森 藤村女子 酒井 帝京 山下 青梅新町 尾崎 淑徳 古谷 佃

48kg 中村 帝京 金子 淑徳 冨永 小金井緑 早川 上水 二関 東陽 岸野 日大二 中村 貫井 石塚 上板橋三

52kg 宮崎 文京一 髙澤冴 淑徳 髙澤優 淑徳 藤原 帝京 渡辺 渋谷教育学 吉村 修徳学園 太田 清泉 堀口 武蔵村山五

57kg 鈴木 帝京 田中 修徳学園 髙橋 第三亀戸 宮崎 第三亀戸 鈴木 東陽 額賀 南葛西二 向井 立教女学院 黒宮 清泉

63kg 吉田 帝京 小向 渋谷教育学 山下 渋谷教育学 都筑 日大三

70kg 商 帝京 遊佐 文京一 川端 上板橋三 本田 瑞江

70kg超 橋本 淑徳 原田 帝京 若林 第三亀戸 小松原 第三亀戸

H15

準優勝優勝 第５位第３位

H14

H10

H11

H17

H18

H19

H20

◆新人大会

H13

H12

H09

H08

H16
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44kg 酒井 帝京 宇田川 国士舘 中村 藤村女子 尾崎 淑徳 松本 第三亀戸 俵積田 打越 野口 淑徳 別宮 上水

48kg 義村 修徳学園 髙橋 修徳学園 髙橋 上板橋三 中村 帝京 岸野 日大二 森 藤村女子 相原 貫井 佐藤 修徳学園

52kg 髙澤 淑徳 鈴木 藤村女子 吉村 修徳学園 近藤 修徳学園 星野 修徳学園 後藤 渋谷教育学 早川 上水 加藤 帝京

57kg 西尾 帝京 加藤 藤村女子 井田 藤村女子 黒宮 清泉 内田 打越 内間 貫井 大野田 修徳学園 田中 修徳学園

63kg 柿澤 渋谷教育学 山下 渋谷教育学 今井 藤村女子 壽 文京一 木下 上板橋三 三浦 武蔵村山五 海老澤 本田 額賀 南葛西二

70kg 本田 瑞江 商 帝京 吉野 淑徳 森 淑徳

70kg超 朝比奈 渋谷教育学 加藤 貫井 石山 東陽 木村 神谷

40kg 大槻 深川五 久保 立正 松田 貫井

44kg 廣澤 修徳学園 七野 由井 小原 第三亀戸 佐々木 青梅二 冨永 武蔵野二 肥沼 東村山六 對馬 東村山五 戸村 千寿青葉

48kg 高橋 修徳学園 鈴木 西早稲田 宇田川 国士舘 大木 第三亀戸 別宮 上水 高橋 上板橋三 幸本 帝京 佐藤 藤村女子

52kg 石塚 国士舘 今井 帝京 宮崎 打越 大野 淑徳 飯田 淑徳 橋本 瑞江 金子 貫井 圷 修徳学園

57kg 西尾 帝京 野口 七国 鈴木 藤村女子 井田 藤村女子 近藤 修徳学園 杉山 修徳学園 斉藤 修徳学園 大野田 修徳学園

63kg 柿澤 渋谷教育学 今井 藤村女子 三浦 武蔵村山五 笹澤 青梅三 渡會 第三亀戸 壽 第三亀戸 高橋 修徳学園 中嶋 赤塚二

70kg 泉 第三亀戸 浜 文京一 久松 二之江 熊谷 二之江

70kg超 渡辺 渋谷教育学 荒谷 帝京

40kg 松田 貫井 吉田 第三亀戸 山本 帝京 沼田 花畑北 村山 藤村女子 小林 貫井 石崎 蒲原

44kg 松崎 国士舘 川田 修徳 石山 修徳 横山 国分寺三 西山 関 関根 戸越台 日高 四谷 田中 増戸

48kg 七野 由井 上田 修徳 吉田 渋谷教育学 平野 小平六 菅谷 淑徳 山崎 淑徳 山田 小平六 幸本 帝京

52kg 廣澤 修徳 大野 淑徳 三國 修徳 鈴木 西早稲田 鈴木 淑徳 沢田 藤村女子 圷 修徳 山盛 国士舘

57kg 斉藤 修徳 佐藤 藤村女子 飯田 淑徳 塩澤 青梅一 阿具根瑠 東陽 宮崎 打越 德田 三鷹中等教 阿具根歌 東陽

63kg 野口 七国 杉山 修徳 笹澤 青梅三 野澤 淑徳 鈴木 藤村女子 関口 井荻 安保 緑丘 西願寺 喜多見

70kg 浜 文京一 熊谷 二之江 林 藤村女子 八幡 第三亀戸

70kg超 荒谷 帝京 渡辺 渋谷教育学 戸井田 藤村女子 岩永 帝京

40kg 栗田 修徳 寺田 東陽 黒田 青梅二 江花 秋多 山下 中山 吉田 第三亀戸

44kg 安部 帝京 藤阪 国分寺一 松崎 国士舘 田中 増戸 石森 陵南 小林 貫井 東 府中七 吉田 第三亀戸

48kg 明石 渋谷教育学 菅谷 淑徳 石山 修徳 加藤 文京一 上原 文京一 関根 戸越台 広瀬 竹の塚 安藤 修徳

52kg 吉田 渋谷教育学 山崎 淑徳 亀谷 修徳 山本 帝京 佐々木 帝京 村尾 藤村女子 佐田 日野学園 佐藤 貫井

57kg 佐藤 国士舘 塩澤 青梅一 三國 修徳 田谷 東海高輪台 橋本 瑞江 小向 修徳 小川 東陽 國分 淑徳

63kg 西願寺 文京一 野澤 淑徳 福井 淑徳 神戸 帝京 平田 二之江 德田 三鷹中等教 常田 修徳

70kg 岩永 帝京 宇田川 国士舘 山村 第三亀戸

70kg超 三浦 東大和一

40kg 加藤 陵南 栗田 修徳 福井 浅川 坂野 久留米 森田 拝島 池亀 上祖師谷 吉田 第三亀戸 座間 武蔵村山三

44kg 安部 帝京 小林 淑徳 杉野 修徳 藤阪 国分寺一 田﨑 南葛西 小林 修徳 江花 秋多 時谷 下里

48kg 安藤 修徳 布谷 藤村女子 箕輪 元八王子 畠山 中野十 棚橋 学習院女子 関根 渋谷教育学 温井 調布七 早川 調布三

52kg 明石 渋谷教育学 大手 修徳 渡辺 第三亀戸 中川 第三亀戸 平野 小平六 木下 淑徳 小磯 興本扇学園 小澤 亀有

57kg 佐藤 国士舘 田谷 東海高輪台 上原 文京一 石川 渋谷教育学 佐々木 帝京 園田 淑徳 大下 立川五 中村 帝京

63kg 福井 淑徳 橋本 瑞江 野澤 帝京 秦 和田 廣瀬 八王子四 河野 足立十四

70kg 宇田川 国士舘 松﨑 浅川 西島 日大三 長谷川 東村山三

70kg超 三浦 東大和二 本間 国士舘 角田 帝京 工藤 明星

40kg 島田 府中五 中村美 帝京 平方 修徳 小林 貫井 関根 戸越台 川田 青梅二 中原 貫井 柴山 貫井

44kg 洲﨑 藤村女子 中水流 渋谷教育学 三田 上水 座間 武蔵村山三 桑田 上祖師谷 福井 浅川 本間 国士舘 田﨑花 南葛西

48kg 布谷 藤村女子 小林 淑徳 藤城 帝京 室本 上板橋三 加藤 陵南 水村 青梅三 堀内 武蔵野五 関口 拝島

52kg 斉藤 修徳 畠山 中野十 高野 国士舘 早川 調布三 小磯 興本扇学園 関根 渋谷教育学 荒谷 貫井 佐藤 帝京

57kg 大手 修徳 渡辺 帝京 石川 渋谷教育学 宮木 修徳 齋藤 二之江 田﨑梨 南葛西 鈴木 上板橋三 柴平 三鷹六

63kg 野澤 帝京 塚田 藤村女子 大下 立川五 竹川 浅川

70kg 中村愛 帝京 西島 日大三 菱沼 修徳 長谷川 東村山三 綾 二之江 宮本 国士舘

70kg超 高橋 帝京 本間 国士舘

40kg 川田 修徳 生田 修徳 長澤 南成瀬 岩切 国分寺三 新井 石神井東 坂寄 桜堤 百々 赤塚三

44kg 新井 淑徳 島田 府中五 齊藤 目黒中央 早瀬 修徳 長谷川 立川二 関根 戸越台 神尾 武蔵村山四 本間 国士舘

48kg 池田 帝京 中水流 渋谷教育学 洲﨑 藤村女子 三田 上水 桑田 上祖師谷 平方 修徳 谷岡 渋谷教育学 川村 貫井

52kg 藤城 帝京 高野 国士舘 菅野 修徳 矢吹 淑徳 荒井 藤村女子 星野 篠崎二 増沢 深沢 堀内 武蔵野五

57kg 田﨑 南葛西 宮木 修徳 石川 篠崎二 徳田 八王子六 浅野 渋谷教育学 渡部 国士舘 森田 青梅西 保倉 中野四

63kg 塚田 藤村女子 田嶋 帝京 吉田 帝京 鈴木 上板橋三 原 明治学院 箕浦 明治学院

70kg 三谷 帝京 竹川 浅川 池田 藤村女子 池田 中野五

70kg超 永井 帝京

40kg 生田 修徳 藤原 渋谷教育学 早坂 甲ノ原 長澤 南成瀬 久下 緑丘 大塚 拝島 悦喜 貫井 笠原も 三鷹六

44kg 桑田 淑徳 川田 修徳 江波 藤村女子 岩切 国分寺三 榊枝 北沢 吉川 玉川 髙野 修徳 佐藤 国士舘

48kg 新井 淑徳 丸山 深川三 神尾 武蔵村山四 蕪木 光が丘一 堀内 武蔵野五 高橋 国士舘 鈴木 大泉学園 加藤 国分寺一

52kg 池田 帝京 川村 貫井 大山 藤村女子 笠川 渋谷教育学 岩村 修徳 山﨑 帝京 星野 篠崎二 久保 拝島

57kg 谷岡 渋谷教育学 吉田 帝京 矢吹 淑徳 浅野 渋谷教育学 酒井 淑徳 菊田 甲ノ原 鮫島 藤村女子 德田 八王子六

63kg 田嶋 帝京 星 帝京 石川 篠崎二 関澤 淑徳 黒田 目黒中央 野﨑 青梅西 田原 貫井 矢澤 拝島

70kg 池田 藤村女子 稲葉 国士舘

70kg超 大高 帝京 酒井 帝京

H23

H28

H27

H26

H25

H24

H22

◆新人大会②
優勝 準優勝 第３位 第５位
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東京都中体連女子大会記録

年度 区分

40kg 高木 淑徳 早坂 甲ノ原 久下 緑丘 加藤 桜堤 斉藤 富士見 栗田 京華女子 菅原 光が丘二 悦喜 貫井

44kg 桑田 淑徳 藤原 渋谷教育学 新堀 深川三 宮木 修徳 竹内 瑞江三 小山 志村二 榊枝 北沢 小嶋 八王子学園

48kg 江波 藤村女子 鈴木 上板橋三 高野 修徳 高橋 王子桜 菅谷 拝島 白石 瑞江三 石井 伊興 柳川 桜堤

52kg 徳田 淑徳 笠川 渋谷教育学 矢田 国士舘 山﨑 帝京 大森 渋谷教育学 初野 三鷹四 鈴木 大泉学園 宮部 上石神井

57kg 大山 藤村女子 酒井 淑徳 鈴木 帝京 森 本田 中山 大崎 窪園 明治学院 須藤 渋谷教育学 宮崎 渋谷教育学

63kg 稲葉 国士舘 吉岡 修徳 関澤 淑徳 星 帝京 棚原 修徳 横山 三宿 矢澤 拝島 佐藤 忠生

70kg 近松 淑徳 菊田 甲ノ原 齊藤 和泉 酒井 帝京

70kg超 斉藤 帝京 稲垣 帝京 本川 藤村女子 木挽 瑞江

40kg 大平 帝京 斉藤 富士見 村松 桜川 冨田 長房 飯島 貫井 栗田 京華女子 木下奈 貫井 木下音 貫井

44kg 宮木 修徳 高木 淑徳 金 赤羽岩淵 田中 修徳 藤井 上石神井 佐藤 本田 川鍋 青梅三 橋上 貫井

48kg 大竹 淑徳 柳川 桜堤 加藤 桜堤 丹羽 修徳 小嶋 八王子学園 須貝 貫井 佐瀬 渋谷教育学 竹内 瑞江三

52kg 新堀 深川三 森近 淑徳 鈴木 上板橋三 初野 三鷹四 小松 横山 木内 城山 関口 貫井 中込 小平五

57kg 徳田 淑徳 蚊口 上板橋三 八木 渋谷教育学 須藤 渋谷教育学 歌住 貫井 松尾 貫井 川﨑 十条富士見 鈴木 瑞江三

63kg 佐藤 忠生 宮崎 渋谷教育学 齊藤 和泉 村井 貫井 中山 大崎 斎藤 国士舘

70kg 近松 淑徳 横山 三宿 反中 渋谷教育学 中村 貫井

70kg超 斉藤 帝京 本川 藤村女子 南雲 日野一 稲垣 帝京 池田 藤村女子 池上 貫井 金 荒川一

40kg 倉田 桜堤 金野 武蔵野四 木下 貫井 坂梨 文京九 坂田 小平三 飯島 貫井

44kg 倉田 淑徳 藤原 渋谷教育学 佐藤 本田 土田 茗台 鎌田 貫井 花森 青梅二 石井 世田谷 川島 世田谷

48kg 丹羽 修徳 大平 帝京 古川 国士舘 佐瀬 渋谷教育学 田中 拝島 佐々木 別所 馬場 石川 宮崎 淑徳

52kg 森近 淑徳 小松 横山 清谷 本田 櫻井 淑徳 加越 拝島 中村 三鷹四 坂本 南成瀬 高橋 修徳

57kg 蚊口 上板橋三 八木 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 沖田 国士舘 坂 青梅三 飛驒 文京九 鈴木 昭和 木内 城山

63kg 齋藤 国士舘 鈴木 瑞江三 佐藤 藤村女子 杉山 上石神井 神 修徳 森田 青梅西 天川 小松川三

70kg 加藤 国士舘 清水 帝京 種市 元八王子

70kg超 本多 国士舘 北尾 目黒八 田村 別所

R02

40kg 野尻 武蔵野 玉利 淑徳 関川 藤村女子 斎藤 調布五 浦本 水元 堀越 平山

44kg 川嶋 修徳 外山 渋谷教育学 石田 淑徳 磯野 淑徳 加藤 青梅新町 坂梨 文京九 羽田野 日大三

48kg 木下 渋谷教育学 小柴 修徳 五十嵐 淑徳 牛丸 修徳 川本 修徳 中島 荏原平塚学 中島 南が丘 小林 開進三

52kg 植村 渋谷教育学 上野 淑徳 神保 淑徳 泉 淑徳 安岡 上石神井 大津 帝京 岡安 赤羽岩淵 黒田 日大三

57kg 岡本 藤村女子 髙田 淑徳 田中 修徳 武田 渋谷教育学 村井 貫井 加越 拝島 小川 十条富士見

63kg 岩田 修徳 芝田 修徳 杉本 淑徳 常田 淑徳 手塚 京華女子 池村 式根島 池上 貫井 榎本 葛西

70kg 森野 日野一 本川 藤村女子

70kg超 荻野友 国士舘 北川 国士舘 安藤 武蔵野一 神定 松江一

40kg 仲宗根 淑徳 内田 中瀬 加納 上石神井 堀越 平山 赤池 松が谷 菊池 上石神井 中澤 慶應義塾

44kg 伊藤 深川二 川嶋 修徳 鯨井 貫井 関川 藤村女子 朝日 明治学院 古後 明治学院 玉利 淑徳 濱田 上板橋三

48kg 小柴 修徳 外山 渋谷教育学 嶋貫 淑徳 磯野 淑徳 永井 喜多見 小林 開進三 浦本 水元 斎藤 調布五

52kg 北島 元八王子 中島 荏原平塚学 泉 淑徳 溝橋 茗台 向島 明治学院 八木 藤村女子 松井 青葉 安富 淑徳

57kg 加藤 淑徳 横野 七国 川本 修徳 田中 修徳 神定 松江一 河浪 明治学院 田中 城山 田島 桜堤

63kg 武田優 渋谷教育学 杉本 淑徳 齋藤 修徳 上田 修徳 加越 拝島

70kg 武田桃 渋谷教育学

70kg超 澤 渋谷教育学

H30

H29

　大会中止

R04

R03

R01

◆新人大会③
優勝 準優勝 第３位 第５位
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年度 区分

H14 団体

H15 団体

H16 団体

H17 団体

H18 団体

H19 団体

H20 団体

H21 団体

H22 団体

H23 団体

H24 団体

H25 団体

H26 団体

H27 団体

H28 団体

H29 団体

H30 団体

R01 団体

年度 区分

R02 団体

R03 団体

R04 団体

桜堤 貫井淑徳 藤村女子 国士舘 修徳 本田 渋谷教育学園

◆新人大会　※令和２年度より開催

優勝 準優勝 第５位 第７位第３位

上板橋三 桜堤帝京 淑徳 国士舘 渋谷教育学園 藤村女子 修徳

貫井 篠崎二藤村女子 帝京 渋谷教育学園 国士舘 淑徳 修徳

上板橋三 貫井帝京 国士舘 藤村女子 淑徳 渋谷教育学園 修徳

第三亀戸 東海大高輪台帝京 淑徳 国士舘 渋谷教育学園 修徳 藤村女子

文京一 第三亀戸帝京 淑徳 国士舘 渋谷教育学園 藤村女子 修徳

国士舘 青梅二帝京 渋谷教育学園 修徳 藤村女子 文京一 第三亀戸

藤村女子 上板橋三淑徳 帝京 渋谷教育学園 第三亀戸 修徳学園 文京一

帝京 渋谷教育学園 修徳 文京一 藤村女子

文京一

淑徳

淑徳 打越帝京

第三亀戸 国士舘

池袋

藤村女子 淑徳 打越

上板橋三

双葉

第三亀戸

立正

優勝 準優勝

渋谷教育学園 淑徳 大門

第三亀戸

第５位

日大三

赤塚二

藤村女子

渋谷教育学園

淑徳 渋谷教育学園

第三亀戸

立川二

東大和五

淑徳

藤村女子 渋谷教育学園

文京一

文京一 渋谷教育学園

藤村女子 花畑北淑徳

八王子三

双葉

第三亀戸 稲城一

大門

渋谷教育学園
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第７位

足立一 日大三 第三亀戸

日大三

第３位

藤村女子 上板橋三 青梅二

渋谷教育学園

足立一

藤村女子 文京一

青梅二文京一 第三亀戸

淑徳 打越

藤村女子 貫井渋谷教育学園 淑徳 帝京 瑞江 修徳学園 文京一

貫井 篠崎二帝京 国士舘 修徳 渋谷教育学園 藤村女子 淑徳

本田 文京九淑徳 帝京 渋谷教育学園 藤村女子 貫井 修徳

日大三 明治学院国士舘 淑徳 渋谷教育学園 修徳 上石神井 藤村女子

明治学院 貫井渋谷教育学園 修徳 藤村女子 淑徳 青葉 上板橋三


