
東京都高体連女子大会記録

年度 区分

H14 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 団体

R03 団体

R04 団体

R05 団体 ⑦藤村女子 ⑧東海大高輪台岩倉 淑徳 国士舘 渋谷教育学園 早稲田実業 修徳

帝京 渋谷教育学園 国士舘 修徳 　⑤藤村女子 ⑤岩倉 ⑦淑徳 ⑦東海大高輪台

　大会中止

⑦岩倉 ⑧日大三帝京 淑徳 国士舘 渋谷教育学園 藤村女子 東海大高輪台

東海大高輪台

⑦国士舘 ⑧葛飾野淑徳 帝京 渋谷教育学園 藤村女子 駒場 修徳

⑦国士舘 ⑧駒場帝京 淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 東海大高輪台 修徳

⑦国士舘 ⑧日大三帝京 修徳 渋谷教育学園 藤村女子 淑徳 駒場

渋谷教育学園 東海大高輪台帝京 淑徳 修徳 藤村女子 国士舘 駒場

⑦日大三 ⑧城東淑徳 修徳 帝京 藤村女子 渋谷教育学園 駒場

⑦修徳 ⑧愛国

淑徳 帝京 藤村女子 渋谷教育学園 ⑤修徳 ⑥日大三 ⑦杉並工 ⑧帝京八王子

渋谷教育学園 帝京 藤村女子 淑徳 ⑤日大三 ⑥駒場

拓大一 駒場

帝京 渋谷教育学園 淑徳 藤村女子 ⑤日大三 ⑥駒場 ⑦駒込 ⑧専大附

帝京 日大三 淑徳 藤村女子 修徳 渋谷教育学園

◆関東大会（団体）※平成14年度は50回記念大会

優勝 準優勝 第３位 第４位 第５位

日大三 駒場渋谷教育学園 帝京 淑徳 藤村女子 専大附 修徳

⑦修徳 ⑧東海大菅生淑徳 帝京 国士舘 渋谷教育学園 藤村女子 東海大高輪台

藤村女子帝京 国士舘 渋谷教育学園 淑徳 東海大菅生 修徳

⑦岩倉 ⑧東海大高輪台渋谷教育学園 淑徳 帝京 修徳 藤村女子 国士舘

渋谷教育学園 国士舘修徳 岩倉 藤村女子 東海大高輪台 早稲田実業 淑徳
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年度 区分

56kg 山下枝 農芸 成田 第三商 羽鳥 京華女子 野崎 八王子 菅野 小平 高橋 修徳 上野 豊南 山下香 農芸

56kg超 仲村渠 修徳 高橋 藤村女子 藤原 修徳 酒井 藤村女子 池田 八王子工 住谷 赤羽商 伊藤 愛国 後藤 駒場

56kg 山下香 農芸 野崎 八王子 山崎 八王子工 上田 藤村女子 五十嵐 千歳丘 千葉 修徳 須藤 農芸 高橋 修徳

56kg超 仲村渠 修徳 新海 筑波大附 相沢 藤村女子 松尾 明中八王子 今西 小平 篠 豊南 海老原 修徳 有村 東大和

56kg 野崎 八王子 高橋 修徳 武田 江北 粟沢 駒場 小嶋 修徳 嘉村 明中八王子 大田 藤村女子 藤川 豊南

56kg超 篠 豊南 海老原 修徳 瀬尾 京華商 小倉 八王子 高橋 駒場 山田 武蔵 新藤 農大一 岡本 駒場

56kg 高橋 修徳 寺田 修徳 荒木 藤村女子 成澤 藤村女子 奥村 京華商 小川 八王子

66kg 浅古 修徳 小川 八王子 小嶋 修徳 小林 八王子

無差別 海老原 修徳 小川 豊南 小倉 八王子 原田 藤村女子

52kg 寺田 修徳 長岡 八王子 秋田 藤村女子 杉本 藤村女子 三浦 石神井 山岸 帝京 恵田 足立西 加藤 東海大菅生

66kg 鳥入 帝京 小川 八王子 小嶋 修徳 宮崎 東海大菅生 中山 羽田 利根川 田無 鈴木 渋谷女子 山口 帝京

無差別 小川 豊南 井上 拓大一 原田 藤村女子 五十嵐 赤羽商 小川 城東 細矢 羽田 吉永 東海大菅生 村田 堀越

56kg 長岡 八王子 片桐 石神井 山岸 帝京 須藤 淑徳 大久保 駒場 板橋 淑徳 木村 藤村女子 川崎 日大三

66kg 鳥入 帝京 田中 八王子 山口 帝京 野木 藤村女子 渡辺 八王子 鮫島 小石川 池内 藤村女子 田口 羽田

無差別 竹中 渋谷女子 小松 藤村女子 関 豊南 吉永 東海大菅生 碇田 愛国 石橋 都城北 大澤 田無 金森 駒場

56kg 村上 京華女子 春本美 帝京 板橋 淑徳 原 帝京 山本 八王子 大久保 駒場 忍足 駒大高 近藤 小金井北

66kg 鳥入 帝京 山口 帝京 渡辺 八王子 熊崎 石神井 花里 渋谷女子 平岡 潤徳女子 篠田 渋谷女子 波多 淑徳

無差別 関 豊南 浜田 駒大高 秋葉 日大三 池内 藤村女子 金森 駒場 坪井 豊南 堤 渋谷女子 湊 帝京

56kg 山本 八王子 板橋 淑徳 春本美 帝京 荒井 日大三 小川 駒場 川崎祐 日大三 近藤 小金井北 木俣 淑徳

66kg 岩田千 淑徳 竹林 日大三 波多 淑徳 都築 藤村女子 藤根 駒場 山本 駒場 天瀬 渋谷女子 花里 渋谷女子

無差別 秋葉 日大三 岡 淑徳 湊 帝京 堤 渋谷女子 酒井 駒場 菅野 石神井 福島 拓大一 四方 帝京

56kg 春本美 帝京 山本 八王子 荒井 日大三 古杉 淑徳 前東 駒大高 五十嵐 帝京 工藤 駒場 小坂 日大三

66kg 岩田千 淑徳 波多 淑徳 佐藤 帝京 君島 帝京 花里 渋谷教育学 天瀬 渋谷教育学 山本 駒場 平井 駒大高

無差別 岡 淑徳 中澤 淑徳 湊 帝京 四方 帝京 竹内 駒大高 中野 桜華女学院 市川 上野

56kg 春本歩 帝京 小池 藤村女子 古杉 淑徳 鈴木 日大三 久田 藤村女子 清水 渋谷教育学 舩木 東海大菅生 篠田 帝京

66kg 小林 淑徳 峯田 淑徳 小吉 帝京 秦 帝京 佐藤 東海高輪台 川崎由 日大三 鈴木 日大三 江原 修徳

無差別 中澤 淑徳 代田 渋谷教育学 岩下 帝京 海部 淑徳 長谷川 藤村女子 四方 帝京 山本 小金井工 秋野 駒場

56kg 古杉 淑徳 岩田里 淑徳 高梨 日大三 舩木 東海大菅生 富田 駒場 森 駒大高 春本歩 帝京 佐藤充 帝京

66kg 小吉 帝京 笠原 帝京 國原 淑徳 小林 淑徳 川崎由 日大三 野口 渋谷教育学 今田 藤村女子 鈴木 日体荏原

無差別 中澤 淑徳 関根 帝京 岩下 帝京 野口 淑徳 松村 拓大一 佐藤 愛国 西島 藤村女子 鬼木 日大三

48kg 佐藤 帝京 柿崎 淑徳 石島 日大三 名塚 駒場 山崎 玉川 山岸 藤村女子 原田 拓大一 佐野 日大三

52kg 西田 淑徳 岩田里 淑徳 長谷川 修徳 吉田 藤村女子 高原 明中八王子 西山 渋谷教育学 森田 錦城 遠藤 東洋

57kg 中井 東海高輪台 矢野 淑徳 久田 藤村女子 富田 駒場 明先 淑徳 小島 藤村女子 石川 東海大菅生 三次 日大三

63kg 笠原 帝京 川崎 日大三 滝田 淑徳 野口 渋谷教育学 永井 拓大一 柏木 帝京 下田 東海大菅生 大川 淑徳

70kg 佐々木 帝京 金田 日大三 秋野 駒場 鈴木 日体荏原 関戸 藤村女子 田辺 愛国 高山 八王子 土田 修徳

78kg 佐藤 東海高輪台 西村 帝京 田村 藤村女子 鬼木 日大三

78kg超 関根 帝京 佐藤 淑徳 石川 帝京 松村 拓大一 木内 日大三

48kg 山岸 藤村女子 膳 専大附 井澤 石神井 佐野 日大三 岩崎 國學久我山 名塚 駒場 池永 淑徳 宮脇 駒大高

52kg 松本 藤村女子 中井 東海高輪台 田畑 駒場 西山 渋谷教育学 青野 東海高輪台 桜井 藤村女子 相場 錦城 高柳 帝京

57kg 木根渕 日大三 矢野 淑徳 森田 渋谷教育学 小島 藤村女子 金村 石神井 飯島 駒場 小宮 東京実 小原 東京実

63kg 新井 淑徳 大川 淑徳 柏木 帝京 野口 渋谷教育学 伊藤 国士舘 矢島 藤村女子 島津 駒大高 吉田 南多摩

70kg 國原 淑徳 佐々木 帝京 飯田 渋谷教育学 佐藤 工学院 星野 日大三 松谷 日大鶴ヶ丘 広瀬 東村山西 山本 東海高輪台

78kg 石走 淑徳 佐藤 淑徳 田村 藤村女子 定形 帝京 鬼木 日大三

78kg超 石川 帝京 木内 日大三 佐藤 藤村女子 平山 日大三

48kg 池永 淑徳 竹内 淑徳 中田 日大三 佐野 日大三 名塚 駒場 海老原 修徳 有田 専大附 宮脇 駒大高

52kg 清水明 渋谷教育学 戸倉 帝京 西山 渋谷教育学 田村 淑徳 窪田 淑徳 大西 日大三 桜井 藤村女子 山本 駒場

57kg 松本 藤村女子 中井 東海高輪台 森田 渋谷教育学 木根渕 日大三 赤嶺 淑徳 森田 日大三 高柳 帝京 飯島 駒場

63kg 柏木 帝京 渡辺 渋谷教育学 新井 淑徳 福本 帝京 長谷川 淑徳 黒川 駒場 鞭馬 修徳 関戸 藤村女子

70kg 飯田 渋谷教育学 定形 帝京 塚田 淑徳 佐藤 工学院 三戸 日大三

78kg 石川 帝京 木内 日大三 野勢 日大二 渡邉 愛国

78kg超 宍戸 渋谷教育学 佐藤 藤村女子 松田 淑徳 舩岡 愛国

48kg 中村 渋谷教育学 澤田 淑徳 戸倉 帝京 竹内 淑徳 山崎 帝京 浅香 藤村女子 宮脇 駒大高 金城 小松川

52kg 清水愛 渋谷教育学 南 藤村女子 高橋 渋谷教育学 長神 駒場 内村 淑徳 窪田 淑徳 玉城 八王子東 小山 日大三

57kg 小原 淑徳 赤嶺 淑徳 大西 日大三 高柳 帝京 國井 江戸川 森田 渋谷教育学 大谷 帝京 岡田 日大三

63kg 新井 淑徳 福本 帝京 貝沼 淑徳 伊藤 渋谷教育学 堤 日大三 渡辺 渋谷教育学 峯岸 明中八王子 碓井 筑波大附

70kg 飯田 渋谷教育学 定形 帝京 星野 日大三 峰松 駒場 腰塚 専大附 川浦 日大三 田上 筑波大附 松下 千早

78kg 新村 帝京 三戸 日大三 内海 帝京 野勢 日大二

78kg超 宍戸 渋谷教育学 富山 帝京 松田 淑徳 舩岡 愛国

H17
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H10

H16

H9

H8

◆関東大会（個人①）

H11

第５位第４位第３位

H13

優勝

H3

H6

準優勝

H14

H5



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

48kg 浅香 藤村女子 小原優 淑徳 永田 日体荏原 田中 深川 宮本 淑徳 加藤 愛国 岩永 八王子北 豊田 専大附

52kg 竹内 淑徳 三浦 渋谷教育学 瓜生 帝京 藤代 帝京 石原 藤村女子 窪田 淑徳 渋谷 駒場 伊藤 杉並工

57kg 小原奈 淑徳 赤嶺 淑徳 今田 日大三 今井 渋谷教育学 青柳 明中八王子 丸山 藤村女子 能登 駒込 豊田 日大三

63kg 貝沼 淑徳 渡辺 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 小林 藤村女子 川浦 日大三 舘野 帝京 宇佐美 東洋英和 小林 東海高輪台

70kg 峰松 駒場 唐鎌 帝京 堤 日大三 田上 筑波大附 土方 日大三 須賀 桜華女学院 元梅 帝京 鈴木 藤村女子

78kg 三戸 日大三 向後 淑徳 新村 帝京 澤田 淑徳

78kg超 杉渕 帝京 宍戸 渋谷教育学 山崎 国士舘 山崎 八王子実践

48kg 小原 淑徳 田中 帝京 千原 淑徳 高橋 駒大高 岩永 八王子北 永田 日体荏原 海谷 駒場 本橋 帝京

52kg 三浦 渋谷教育学 宮本 淑徳 佐藤 淑徳 伊藤 渋谷教育学 河村 日大三 長壁 藤村女子 大槻 駒場 永口 国士舘

57kg 金子 淑徳 武田 淑徳 五味 藤村女子 上村 渋谷教育学 清水 駒大高 能登 駒込 佐藤 駒場 舘野 帝京

63kg 伊藤 渋谷教育学 吉田 淑徳 小林 藤村女子 川上 帝京 杉山 帝京 新井 日大三 新井 淑徳 内藤 多摩工

70kg 唐鎌 帝京 峰松 駒場 塚越 淑徳 田浦 淑徳

78kg 澤田 淑徳 向後 淑徳 土方 日大三 佐々木 駒場

78kg超 池田 淑徳 野路 帝京 鈴木 帝京 須永 専大附

48kg 小原 淑徳 元吉 藤村女子 田中珠 杉並工 千原 淑徳 黒野 日大三 丹 深川 加藤 愛国 高橋 駒大高

52kg 佐藤 淑徳 三浦 渋谷教育学 長壁 藤村女子 長澤 淑徳 伊藤 渋谷教育学 田中 藤村女子 田中昌 杉並工 古澤 修徳

57kg 上村 渋谷教育学 瓜生 帝京 三輪 淑徳 藪下 日大三 金子 淑徳 新井 日大三 元吉 東海高輪台 小松 修徳

63kg 太田 淑徳 小林 藤村女子 武田 淑徳 永田 日大三 藤田 藤村女子 川上 帝京 田中 帝京八王子 内藤 多摩工

70kg 唐鎌 帝京 新井 淑徳 塚越 淑徳 岡田 帝京 前野 明学東村山 今村 藤村女子

78kg 川戸 淑徳 向後 淑徳 佐々木 駒場 中田 帝京

78kg超 新井 帝京 池田 淑徳 野路 帝京 山崎 八王子実践

48kg 元吉 藤村女子 高橋 帝京 増田 藤村女子 花川 淑徳 大槻 駒場 岩田 杉並工 田中珠 杉並工 細川 工学院

52kg 福本 渋谷教育学 佐藤 淑徳 長壁 藤村女子 古澤 修徳 佐藤 足立西 森 修徳 長澤 淑徳 黒野 日大三

57kg 金子 淑徳 上村 渋谷教育学 田中 帝京 藪下 日大三 田中 藤村女子 白井 井草 向 藤村女子 七野 淑徳

63kg 清水 淑徳 藤田 藤村女子 山盛 国士舘 小倉 渋谷教育学 伊原 東海高輪台 北畑 専大附 箱岩 帝京八王子 渡邉 淑徳

70kg 川戸 淑徳 坂中 淑徳 永田 日大三 間瀬 渋谷教育学 今村 藤村女子

78kg 渡邉 帝京 小原 修徳 松本 帝京 金子 淑徳

78kg超 武内 帝京 谷村 帝京 齊藤 淑徳

48kg 玉置桃 藤村女子 本村 駒場 元吉 藤村女子 星川 淑徳 吉田 専大附 岩田 杉並工 髙橋 帝京

52kg 長澤 淑徳 金子 淑徳 澤内 藤村女子 宮崎 藤村女子 黒野 日大三 鈴木 駒場 小林 駒場 古澤 修徳

57kg 福本 渋谷教育学 小松 修徳 向 藤村女子 渡邊 淑徳 田中 藤村女子 竹内 帝京 荻野 渋谷教育学 堤 日大三

63kg 田代 淑徳 藤田 藤村女子 柳楽 駒場 倉部 藤村女子 吾妻 渋谷教育学 高橋 駒場 伊勢崎 帝京 京極 国士舘

70kg 喜多 淑徳 矢澤 駒場 伊藤 杉並工 金子 淑徳 間瀬 渋谷教育学

78kg 松本 帝京 小原 修徳 立野 渋谷教育学 阿部 東海大菅生

78kg超 橋本 淑徳 谷村 帝京 齊藤 淑徳 原田 帝京

48kg 渡名喜 修徳 玉置 藤村女子 高橋 帝京 尾崎 淑徳 吉田 専大附 後藤 渋谷教育学 山下 藤村女子 小林 駒場

52kg 金子 淑徳 中村 帝京 国本 淑徳 増田 藤村女子 山崎 愛国 大木 京華女子 森 修徳 森田 城東

57kg 渡邊 淑徳 堤 日大三 宮崎 藤村女子 高澤冴 淑徳 伴 渋谷教育学 橋本あ 帝京 冨永 駒場 大畑 修徳

63kg 荻野 渋谷教育学 橋本舞 帝京 藤原 淑徳 伊勢崎 帝京 倉部 藤村女子 北畑 専大附 朝倉 城東 渡辺 渋谷教育学

70kg 商 帝京 小向 修徳 矢澤 駒場 間瀬 渋谷教育学 椿 藤村女子 森田 帝京 山田 淑徳

78kg 小原 修徳 平田 渋谷教育学 原田 帝京 本田 杉並工

78kg超 谷村 帝京 齊藤 淑徳

48kg 渡名喜 修徳 高橋 修徳 尾﨑 淑徳 日下 淑徳 佐々木 藤村女子 後藤 渋谷教育学 小林 中大杉並 山下 藤村女子

52kg 中村 帝京 向江 淑徳 国本 淑徳 冨永 駒場 宇野 筑波大附 義村 修徳 佐田 日大三 今井 帝京

57kg 大畑 修徳 西尾 帝京 宮崎 藤村女子 高澤冴 淑徳 冨永 駒場 都筑 日大三 鹿糠 修徳 中川 東海高輪台

63kg 田代 淑徳 伊勢崎 帝京 橋本 帝京 近浦 淑徳 高橋 駒場 荻野 渋谷教育学 伴 渋谷教育学 射手矢 駒場

70kg 商 帝京 小向 修徳 森田 帝京 村山 淑徳 壽 駒大高 山田 淑徳 柿澤 渋谷教育学

78kg 原田 帝京 吉野 淑徳 小松原 駒場 築地 淑徳

78kg超 朝比奈 渋谷教育学 井上 淑徳 本田 杉並工 加藤 駒場

48kg 渡名喜 修徳 酒井 帝京 尾﨑 淑徳 髙橋 修徳 萩 帝京 佐々木 駒場 宇田川 国士舘 小林 中大杉並

52kg 中村 帝京 義村 修徳 向江 淑徳 則武 淑徳 吉村 修徳 七枝 日大三 北郷 東海高輪台 佐々木 藤村女子

57kg 西尾 帝京 大畑 修徳 射手矢 駒場 千葉 渋谷教育学 須藤 専大附 山下 帝京 橋本 淑徳 藤原 淑徳

63kg 髙澤 淑徳 伴 渋谷教育学 今井 藤村女子 橋本 帝京 田中 修徳 幸本 帝京 近浦 淑徳 斉藤 修徳

70kg 森田 帝京 商 帝京 柿澤 渋谷教育学 杉山 修徳 三浦 日大三 豊崎 東海高輪台 吉野 淑徳 小松原 駒場

78kg 浜 淑徳 山田 淑徳 向井 立教女学院 秦 駒場

78kg超 荒谷 帝京 井上 淑徳 鳥海 淑徳 瀬間 日大三

H18

◆関東大会（個人②）

優勝 準優勝 第３位 第４位 第５位

H19

H21

H22

H20

H25

H24

H23



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

48kg 大村 淑徳 大野 淑徳 坂本 帝京 関根 修徳 北郷 東海高輪台 櫻井 藤村女子 山盛 国士舘 村山 藤村女子

52kg 向江 淑徳 今井 帝京 郡司 帝京 菅谷 淑徳 加藤 日比谷 佐々木 国士舘 圷 修徳 玉置桜 藤村女子

57kg 西尾 帝京 千葉 渋谷教育学 平野 国士舘 山本 帝京 吉田 渋谷教育学 川田 修徳 清水 淑徳 大木 帝京

63kg 今井 藤村女子 西願寺 淑徳 橋口 帝京 内田 国士舘 野澤 修徳 佐藤み 藤村女子 手塚 日大三 小向 修徳

70kg 柿澤 渋谷教育学 杉山 修徳 岩永 帝京 三浦 日大三 皆川 藤村女子 常田 修徳

78kg 加藤 駒場 吉野 淑徳 築地 淑徳 秦 駒場 永瀬 帝京

78kg超 井上舞 淑徳 渡辺 渋谷教育学 荒谷 帝京 井上智 淑徳

48kg 大村 淑徳 坂本 帝京 坂東 帝京 大野 淑徳 山盛 国士舘 松﨑 国士舘 本田 駒場 村山 藤村女子

52kg 菅谷 淑徳 玉置桜 藤村女子 山本 帝京 横山 東海高輪台 北郷 東海高輪台 郡司 帝京 小峰 日大三 小林恵 修徳

57kg 萩 帝京 清水 淑徳 吉田 渋谷教育学 川田 修徳 平野 国士舘 山田 藤村女子 佐々木 帝京 手塚 日大三

63kg 斉藤 修徳 佐藤み 藤村女子 福井 淑徳 橋口 帝京 野澤 淑徳 西原 帝京 木田 日大三 小向 修徳

70kg 西願寺 淑徳 宇田川 国士舘 篠原 国士舘 常田 修徳 金子 大成 加賀屋 淑徳 角田 帝京

78kg 三浦 藤村女子 永瀬 帝京

78kg超 渡辺 渋谷教育学 荒谷 帝京 井上 淑徳 佐藤 淑徳

48kg 坂本 帝京 安部 国士舘 関根 修徳 布谷咲 藤村女子 安藤 修徳 小林 淑徳 坂野 駒場 松﨑 国士舘

52kg 大森 帝京 山本 帝京 菅谷 淑徳 渡辺 篠崎 山本 藤村女子 宮地 東海高輪台 田中 日野 植田 藤村女子

57kg 明石 渋谷教育学 田谷 東海高輪台 佐藤 国士舘 石川 渋谷教育学 山田 藤村女子 石山 修徳 玉置桜 藤村女子 箕輪 東海大菅生

63kg 野澤 淑徳 小向 修徳 西原 帝京 上原 国士舘 吉谷 専大附 山崎 淑徳 佐藤 駒場 渡辺 帝京

70kg 西願寺 淑徳 福井 淑徳 中村 帝京 熊木 帝京

78kg 三浦 藤村女子 永瀬 帝京 宮本 国士舘 加賀屋 淑徳 ｽﾀﾝﾎﾞｰ 駒大高

78kg超 佐藤 淑徳 發知 帝京 宇佐美 淑徳 本間 国士舘 戸井田 藤村女子

48kg 布谷咲 藤村女子 藤阪 藤村女子 青木 東海大菅生 坂野 駒場 関根 岩倉 安藤 修徳 桑田 岩倉 栗田 修徳

52kg 小林 淑徳 大森 帝京 中水流 渋谷教育学 渡辺 篠崎 杉野 修徳 平方 修徳 宮地 東海高輪台 伊藤 日大三

57kg 明石 渋谷教育学 佐藤 国士舘 箕輪 東海大菅生 桑原 藤村女子 枠谷 帝京 高橋 淑徳 西原 帝京 東 駒場

63kg 上原 国士舘 髙井 藤村女子 三谷 帝京 佐々木 帝京 大下 東海大菅生 田中 岩倉 大内 駒大高 渡辺 渋谷教育学

70kg 中村 帝京 福井 淑徳 宮本 国士舘 佐藤 東海高輪台

78kg 宇田川 国士舘 熊木 帝京 三浦 藤村女子 宇佐美 淑徳 松﨑 総合工科

78kg超 高橋 帝京 佐藤 淑徳 永井 帝京 波多江 淑徳

48kg 布谷咲 藤村女子 小林 淑徳 新井 淑徳 座間 藤村女子 吉野 東海高輪台 桑田 岩倉 高橋 国士舘 市原 修徳

52kg 大森 帝京 山本 藤村女子 川田 修徳 池亀 駒場 田﨑 藤村女子 角田 国士舘 池田 帝京 室本 淑徳

57kg 五十嵐 国士舘 石川 渋谷教育学 西原 帝京 中水流 渋谷教育学 枠谷 帝京 箕輪 東海大菅生 鈴木 藤村女子 菅野 修徳

63kg 谷岡 渋谷教育学 三谷 帝京 吉田 帝京 渡辺 渋谷教育学 高橋 淑徳 増澤 駒場 西尾 修徳 大下 東海大菅生

70kg 中村 帝京 塚田 藤村女子 田嶋 帝京 三上 淑徳 浅野 渋谷教育学 佐藤 東海高輪台

78kg 熊木 帝京 池田紅 藤村女子 山口 東海高輪台 池田萌 藤村女子

78kg超 高橋 帝京 波多江 淑徳 本間 国士舘 舘洞 日大三

48kg 桑田 淑徳 生田 修徳 高橋 国士舘 舘野 淑徳 桑田 岩倉 長澤 東海大菅生 内田 東海高輪台 市原 修徳

52kg 川田 修徳 新井 淑徳 洲﨑 藤村女子 新堀 東海大菅生 荒井 藤村女子 関根 岩倉 本間 国士舘 矢田 国士舘

57kg 池田 帝京 中水流 渋谷教育学 矢吹 淑徳 宮木 修徳 酒井 淑徳 菅野 修徳 鈴木 藤村女子 徳田 専大附

63kg 谷岡 渋谷教育学 三谷 帝京 高橋 淑徳 吉田 帝京 箕輪 東海大菅生 佐藤 東海高輪台 柏葉 国士舘 渡辺 渋谷教育学

70kg 田嶋 帝京 塚田 藤村女子 大森 渋谷教育学 稲葉 国士舘 杉山 東海大菅生 田中智 岩倉 三上 淑徳

78kg 池田紅 藤村女子 山口 東海高輪台 池田萌 藤村女子 大森 淑徳

78kg超 波多江 淑徳 大髙 帝京

R02

R03

R04

48kg 平峯 修徳 上水 渋谷教育学 藤原 渋谷教育学 西山 東海高輪台 坂梨陽 駒場 栗田 岩倉 柿崎 修徳 菅野 藤村女子

52kg 倉田 淑徳 村松舞 岩倉 植村 渋谷教育学 石井 国士舘 佐瀬 渋谷教育学 赤尾 国士舘 岡安 豊島 村松桜 岩倉

57kg 蚊口 国士舘 津田 岩倉 櫻井 淑徳 瀧ヶ﨑 淑徳 清谷 修徳 佐藤 国士舘 八木 渋谷教育学 木下 渋谷教育学

63kg 森近 淑徳 深沢 国士舘 岡本 岩倉 渡邉 早稲田実業 伊藤 渋谷教育学 佐藤 藤村女子 沖田 国士舘 常田 淑徳

70kg 岩田 修徳 菊田 淑徳 齋藤 国士舘 加藤 国士舘 芝田 修徳

78kg 畠山 修徳 坂 岩倉 池田咲 藤村女子 本川 藤村女子

78kg超 清家 淑徳 荻野友 国士舘 白井 石神井 辻田 国士舘

R05

H27

H26

H31

H30

　大会中止

◆関東大会（個人③）※令和5年度大会で終了

優勝 準優勝 第３位 第４位

　大会中止

第５位

H28

H29

　大会中止



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

H3 団体

H4 団体

H5 団体

H6 団体

H7 団体

H8 団体

H9 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 団体

R03 団体

R04 団体

R05 団体

修徳 淑徳帝京 渋谷教育学園 藤村女子 国士舘 東海大高輪台 早稲田実業

　大会中止

駒場 東海大菅生帝京 国士舘 東海大高輪台 淑徳 藤村女子 渋谷教育学園

渋谷教育学園

渋谷教育学園 駒場淑徳 帝京 修徳 藤村女子 国士舘 杉並工

東海大高輪台 日大三淑徳 帝京 藤村女子 渋谷教育学園 修徳 駒場

藤村女子 修徳淑徳 帝京 国士舘 駒場 東海大菅生 東海大高輪台

日大三 杉並工 駒場

専大附 日大三

帝京 淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 修徳

淑徳 修徳

淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 帝京

渋谷教育学園 帝京 藤村女子

帝京 藤村女子 渋谷教育学園

日大三明中八王子

駒場 日大三国士舘立正

専大附

駒大高

国士舘 駒場

渋谷教育学園 淑徳 帝京

淑徳

帝京八王子 日大三

日大二

荻窪 明学東村山 専大附

杉並工

修徳

駒大高 拓大一

石神井 東海大高輪台 修徳

東海大高輪台 日大三

明学東村山

帝京 淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 駒大高

渋谷教育学園 駒大高 駒場淑徳 帝京

日大三 日体荏原

駒場 農大一

◆インターハイ（団体）

立川

立川 渋谷女子 愛国

八王子工 渋谷教育学園

日大三 八王子 潤徳女子

帝京

立川

帝京 渋谷女子 駒場 豊南

藤村女子

駒場淑徳 帝京

渋谷教育学園

淑徳

帝京 淑徳 八王子 日大三

淑徳 帝京 藤村女子 日大三

優勝 準優勝

渋谷教育学園 淑徳

修徳 藤村女子

八王子 農芸

淑徳 帝京

第３位 第５位

日大三 藤村女子

藤村女子

農芸 駒場

八王子 淑徳 駒大高

八王子 羽村 小金井北 日野

駒場 修徳 武蔵村山 日野 八王子工 千歳

八王子 豊南 修徳 駒場 渋谷女子 農芸 筑波大附 明中八王子

修徳 八王子 豊南 駒場 渋谷女子 藤村女子 筑波大附 石神井

帝京 石神井 修徳 駒場 渋谷女子

帝京 藤村女子

駒場

駒場

羽田

東海大菅生 八王子 渋谷女子

帝京

駒場

駒大高

日大三

藤村女子 羽田

駒場 羽田 石神井

八王子

専大附 日大三淑徳 藤村女子 渋谷教育学園 帝京 修徳 駒場

駒場 日大三渋谷教育学園 淑徳 帝京 藤村女子 杉並工 修徳

国士舘 東海大高輪台淑徳 帝京 藤村女子 修徳 日野 渋谷教育学園

岩倉帝京 国士舘 東海大高輪台 淑徳 藤村女子 修徳

淑徳 東海大高輪台帝京 国士舘 渋谷教育学園 藤村女子 東海大菅生 修徳

東海大高輪台 渋谷教育学園淑徳 藤村女子 帝京 早稲田実業 国士舘 岩倉



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

48kg 山岸 藤村女子 池永 淑徳 竹内 淑徳 中田 日大三 海老原 修徳 宮脇 駒大高 佐野 日大三 梅津 玉川学園

52kg 清水 渋谷教育学 戸倉 帝京 大西 日大三 田村 淑徳 小崎 東洋 高橋 渋谷教育学 平井 日比谷 山口 帝京八王子

57kg 松本 藤村女子 中井 東海高輪台 木根渕 日大三 矢野 淑徳 藤代 帝京 小野 駒大高 森田 渋谷教育学 徳永 北園

63kg 柏木 帝京 大川 淑徳 新井 淑徳 渡辺 渋谷教育学 碓井 筑波大附 堤 日大三 鞭馬 修徳 福本 帝京

70kg 飯田 渋谷教育学 定形 帝京 佐藤 工学院 塚田 淑徳 三戸 日大三 星野 日大三 太田 農芸 早矢仕 蔵前工

78kg 石川 帝京 石走 淑徳 野勢 日大二 木内 日大三

78kg超 鈴木 帝京 杉渕 帝京 佐藤 藤村女子 宍戸 渋谷教育学

48kg 中村 渋谷教育学 澤田友 淑徳 竹内 淑徳 戸倉 帝京 浅香 藤村女子 風戸 拓大一 山崎 帝京 木内 日大三

52kg 斉藤 淑徳 高橋 渋谷教育学 桜井 藤村女子 窪田 淑徳 清水愛 渋谷教育学 南 藤村女子 長神 駒場 三原 専大附

57kg 清水明 渋谷教育学 大谷 帝京 小原 淑徳 赤嶺 淑徳 高柳 帝京 丸山 藤村女子 國井 小松川 大西 日大三

63kg 渡辺 渋谷教育学 新井 淑徳 貝沼 淑徳 福本 帝京 藤巻 愛国 飯田 日大三 堤 日大三 伊藤 渋谷教育学

70kg 飯田 渋谷教育学 定形 帝京 星野 日大三 峰松 駒場 田辺 筑波大附 腰塚 専大附 長谷川 淑徳 川浦 日大三

78kg 石走 淑徳 三戸 日大三 内海 帝京 新村 帝京

78kg超 小林 淑徳 宍戸 渋谷教育学 山崎 国士舘 松田 淑徳

48kg 浅香 藤村女子 中村 渋谷教育学 小原優 淑徳 澤田友 淑徳 風戸 拓大一 河野 駒場 本橋 帝京 加藤 愛国

52kg 瓜生 帝京 藤代 帝京 竹内 淑徳 斉藤 淑徳 三浦 渋谷教育学 高橋 渋谷教育学 永口 国士舘 佐々木 駒大高

57kg 丸山 藤村女子 小原奈 淑徳 小林 東海高輪台 川上 帝京 今井 渋谷教育学 五味 藤村女子 赤嶺 淑徳 今田 日大三

63kg 貝沼 淑徳 渡辺 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 小林 藤村女子 田辺 筑波大附 武田 淑徳 川浦 日大三 内藤 多摩工

70kg 唐鎌 帝京 堤 日大三 土方 日大三 塚越 淑徳 鈴木 藤村女子 新村 帝京 田上 筑波大附 峰松 駒場

78kg 三戸 日大三 向後 淑徳 澤田朱 淑徳 林 日大三

78kg超 杉渕 帝京 宍戸 渋谷教育学 山崎 国士舘 松田 淑徳

48kg 浅香 藤村女子 中村 渋谷教育学 澤田友 淑徳 小原優 淑徳 加藤 愛国 高橋 駒大高 田中 帝京 本橋 帝京

52kg 瓜生 帝京 斉藤 淑徳 宮本 淑徳 長壁 藤村女子 北川 東京成徳 永口 国士舘 伊藤 渋谷教育学 河村 日大三

57kg 小原奈 淑徳 金子 淑徳 清水 駒大高 五味 藤村女子 元吉 東海高輪台 舘野 帝京 上村 渋谷教育学 藪下 日大三

63kg 小林 藤村女子 武田 淑徳 吉田 淑徳 伊藤 渋谷教育学 杉山 帝京 川上 帝京 小倉 渋谷教育学 加藤 愛国

70kg 唐鎌 帝京 峰松 駒場 新井 淑徳 塚越 淑徳

78kg 澤田朱 淑徳 向後 淑徳 中田 帝京 土方 日大三

78kg超 野路 帝京 新井 帝京 三上 日大三 池田 淑徳

48kg 小原 淑徳 福本 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 千原 淑徳 南原 藤村女子 元吉 藤村女子 田中珠 杉並工 高橋 駒大高

52kg 田中 帝京 長壁 藤村女子 三浦 渋谷教育学 佐藤 淑徳 長澤 淑徳 黒野 日大三 加藤 藤村女子 細川 工学院

57kg 瓜生 帝京 三輪 淑徳 金子 淑徳 小松 修徳 山口 専大附 藪下 日大三 山崎 愛国 上村 渋谷教育学

63kg 太田 淑徳 小林 藤村女子 川上 帝京 武田 淑徳 藤田 藤村女子 岡田 帝京 永田 日大三 内藤 多摩工

70kg 唐鎌 帝京 新井 淑徳 塚越 淑徳 今村 藤村女子

78kg 向後 淑徳 川戸 淑徳 中田 帝京

78kg超 池田 淑徳 野路 帝京 須永 専大附

48kg 片岡 立志舎 増田 藤村女子 元吉 藤村女子 長澤 淑徳 花川 淑徳 本村 駒場 平塚 大島海洋 高橋 帝京

52kg 田中 帝京 福本 渋谷教育学 佐藤 淑徳 長壁 藤村女子 加藤 藤村女子 小林 駒場 黒野 日大三 古澤 修徳

57kg 金子 淑徳 七野 淑徳 向 藤村女子 上村 渋谷教育学 菅原 駒場 藪下 日大三 小松 修徳 森 駒大高

63kg 太田 淑徳 藤田 藤村女子 竹内 帝京 清水 淑徳 柳楽 駒場 小池 葛飾野 小倉 渋谷教育学 田中 帝京八王子

70kg 亀井 藤村女子 坂中 淑徳 矢澤 駒場 今村 藤村女子 上石 日大三 間瀬 渋谷教育学

78kg 松本 帝京 立野 渋谷教育学 喜多 淑徳 渡邉 帝京 小柳 足立西

78kg超 新井 帝京 平田 帝京

48kg 玉置 藤村女子 本村 駒場 高橋 帝京 元吉 藤村女子 池亀 修徳 吉田 専大附 星川 淑徳 岩田 杉並工

52kg 長澤 淑徳 古澤 修徳 澤内 藤村女子 増田 藤村女子 小林 駒場 金子 淑徳 森 修徳 黒野 日大三

57kg 福本 渋谷教育学 小松 修徳 渡邊 淑徳 向 藤村女子 堤 日大三 七野 淑徳 田中 藤村女子 荻野 渋谷教育学

63kg 太田 淑徳 藤田 藤村女子 柳楽 駒場 坂田 駒大高 加藤 修徳 都筑 日大三 倉部 藤村女子 杉本 大森学園

70kg 喜多 淑徳 矢澤 駒場 間瀬 渋谷教育学 金子 淑徳 伊藤 杉並工

78kg 立野 渋谷教育学 松本 帝京 小原 修徳 阿部 東海大菅生 結城 愛国

78kg超 橋本 淑徳 谷村 帝京

48kg 玉置 藤村女子 高橋 帝京 尾崎 淑徳 渡名喜 修徳 酒井 帝京 吉田 専大附 岩田 杉並工 山下 藤村女子

52kg 中村 帝京 義村 修徳 国本 淑徳 金子 淑徳 野口 藤村女子 増田 藤村女子 大見山 杉並工 太田 杉並工

57kg 堤 日大三 大畑 修徳 加藤 修徳 橋本あ 帝京 伴 渋谷教育学 渡邊 淑徳 中野 藤村女子 宮崎 藤村女子

63kg 田代 淑徳 荻野 渋谷教育学 橋本舞 帝京 伊勢崎 帝京 倉部 藤村女子 高橋 駒場 朝倉 城東 藤原 淑徳

70kg 小向 修徳 間瀬 渋谷教育学 矢澤 駒場 村山 淑徳 森田 帝京 亀井 藤村女子 篠原 国士舘 商 帝京

78kg 小原 修徳 酒井 帝京 原田 帝京 平田 渋谷教育学

78kg超 谷村 帝京 橋本 淑徳 齊藤 淑徳
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H16



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

48kg 高橋 修徳 渡名喜 修徳 尾崎 淑徳 日下 淑徳 潮田 杉並工 宇田川 国士舘 酒井 帝京 山下 藤村女子

52kg 玉置 藤村女子 中村 帝京 吉村 修徳 義村 修徳 冨永 駒場 野口 藤村女子 七枝 日大三 金子 淑徳

57kg 西尾 帝京 大畑 修徳 宮崎 藤村女子 髙澤冴 淑徳 髙澤優 淑徳 石塚 国士舘 都筑 日大三 中川 東海高輪台

63kg 田代 淑徳 伊勢崎 帝京 橋本 帝京 荻野 渋谷教育学 堀口 藤村女子 近浦 淑徳 松岡 九段 北原 国士舘

70kg 森田 帝京 柿澤 渋谷教育学 小向 修徳 商 帝京 三浦 日大三 村山 淑徳 三井 藤村女子 椿 藤村女子

78kg 山田 淑徳 吉野 淑徳 原田 帝京 田谷 科学技術 西野 國學久我山 向井 立教女学院 小松原 駒場

78kg超 朝比奈 渋谷教育学 橋本 淑徳 井上 淑徳 本田 杉並工

48kg 渡名喜 修徳 高橋 修徳 尾崎 淑徳 萩 帝京 佐々木 駒場 大村 淑徳 長瀬 東海高輪台 櫻井 藤村女子

52kg 義村 修徳 中村 帝京 則武 淑徳 吉村 修徳 平野 国士舘 佐々木 藤村女子 今井 帝京 七枝 日大三

57kg 西尾 帝京 射手矢 駒場 鹿糠 修徳 大畑 修徳 福村 日大三 藤原 淑徳 橋本 淑徳 山下 帝京

63kg 髙澤 淑徳 橋本 帝京 今井 藤村女子 伴 渋谷教育学 斉藤 修徳 田中 修徳 山下 渋谷教育学 近浦 淑徳

70kg 森田 帝京 商 帝京 杉山 修徳 柿澤 渋谷教育学 篠原 国士舘 壽 駒大高 吉野 淑徳 三浦 日大三

78kg 山田 淑徳 浜 淑徳 熊谷 本所 秦 駒場

78kg超 朝比奈 渋谷教育学 井上 淑徳 鳥海 淑徳 荒谷 帝京 染谷 大成

48kg 高橋 修徳 大村 淑徳 大野 淑徳 坂本 帝京 佐々木 駒場 市川 明学東村山 櫻井 藤村女子 関根 修徳

52kg 向江 淑徳 今井 帝京 郡司 帝京 菅谷 淑徳 横山 東海高輪台 冨永 駒場 加藤 日比谷 潮田 杉並工

57kg 西尾 帝京 千葉 渋谷教育学 吉田 渋谷教育学 橋本 淑徳 清水 淑徳 萩 帝京 手塚 日大櫻丘 大木 国士舘

63kg 佐藤 藤村女子 今井 藤村女子 斉藤 修徳 西願寺 淑徳 石塚 国士舘 西原 帝京 橋口 帝京 内田 国士舘

70kg 杉山 修徳 柿澤 渋谷教育学 岩永 帝京 三浦 日大三 加賀屋 淑徳 常田 修徳 吉野 淑徳

78kg 浜 淑徳 築地 淑徳 永瀬 帝京

78kg超 井上舞 淑徳 荒谷 帝京 渡辺 渋谷教育学 井上智 淑徳

48kg 大村 淑徳 大野 淑徳 坂東 帝京 坂本 帝京 松﨑 国士舘 伊藤 日大三 村山 藤村女子 山盛 国士舘

52kg 玉置 藤村女子 菅谷 淑徳 郡司 帝京 明石 渋谷教育学 鈴木 日比谷 北郷 東海高輪台 横山 東海高輪台 加藤 日比谷

57kg 萩 帝京 清水 淑徳 平野 国士舘 吉田 渋谷教育学 佐藤 駒場 手塚 日大三 宮﨑 日大三 川田 修徳

63kg 斉藤 修徳 佐藤 藤村女子 橋口 帝京 西原 帝京 中川 日野 東 東海高輪台 野澤 淑徳 小向 修徳

70kg 杉山 修徳 西願寺 淑徳 加賀屋 淑徳 髙井 藤村女子 篠原 国士舘 常田 修徳 金子 大成

78kg 浜 淑徳 永瀬 帝京

78kg超 荒谷 帝京 井上 淑徳 佐藤 淑徳 渡辺 渋谷教育学

48kg 安部 国士舘 坂本 帝京 布谷 藤村女子 関根 修徳 田中 日野 小倉 日大三 入澤 日大三 村山 藤村女子

52kg 菅谷 淑徳 大森 帝京 山本 帝京 関根 渋谷教育学 太田 駒場 嶌田 日大三 角田 国士舘 渡辺 篠崎

57kg 明石 渋谷教育学 田谷 東海高輪台 佐藤 国士舘 玉置 藤村女子 山田 藤村女子 石川 渋谷教育学 清水 淑徳 石山 修徳

63kg 野澤 淑徳 山崎 淑徳 小向 修徳 上原 国士舘 佐々木 帝京 吉田 渋谷教育学 井上 日大三 西原 帝京

70kg 西願寺 淑徳 宇田川 国士舘 熊木 帝京 福井 淑徳 常田 修徳 桑原 藤村女子

78kg 三浦 藤村女子 永瀬 帝京 加賀屋 淑徳 宇佐美 淑徳

78kg超 高橋 帝京 發知 帝京 本間 国士舘

48kg 安部 国士舘 布谷 藤村女子 藤阪 藤村女子 安藤 修徳 関根 岩倉 佐藤 秋留台 坂野 駒場 青木 東海大菅生

52kg 大森 帝京 小林 淑徳 石川 渋谷教育学 中水流 渋谷教育学 角田 国士舘 堀内 田無 江花 日野 宮地 東海高輪台

57kg 明石 渋谷教育学 佐藤 国士舘 西原 帝京 枠谷 帝京 久保 藤村女子 長谷川 淑徳 高橋 淑徳 東 駒場

63kg 上原 国士舘 三谷 帝京 渡辺 帝京 東 東海高輪台 箕輪 東海大菅生 大下 東海大菅生 田中 岩倉 髙井 藤村女子

70kg 福井 淑徳 中村 帝京 佐々木 帝京 宮本 国士舘 大山 東村山 竹下 岩倉

78kg 宇田川 国士舘 熊木 帝京 宇佐美 淑徳 三浦 藤村女子 ｽﾀﾝﾎﾞｰ 駒大高

78kg超 高橋 帝京 佐藤 淑徳 本間 国士舘 永井 帝京

48kg 布谷 藤村女子 小林 淑徳 新井 淑徳 生田 修徳 中村 帝京 桑田 岩倉 吉野 東海高輪台 高橋 国士舘

52kg 大森 帝京 池田 帝京 福井 淑徳 山本 藤村女子 平方 修徳 関根 渋谷教育学 田﨑 藤村女子 角田 国士舘

57kg 五十嵐 国士舘 長谷川 淑徳 西原 帝京 森下 東海高輪台 松永 東海高輪台 枠谷 帝京 中水流 渋谷教育学 石川 渋谷教育学

63kg 谷岡 渋谷教育学 三谷 帝京 吉田 帝京 高橋 淑徳 箕輪 東海大菅生 菅谷 専大附 柏葉 国士舘 大下 東海大菅生

70kg 田嶋 帝京 中村 帝京 塚田 藤村女子 宮本 国士舘 竹下 岩倉 田中 岩倉 斎藤 淑徳 長谷川 藤村女子

78kg 熊木 帝京 池田紅 藤村女子 池田萌 藤村女子 渡辺 帝京 大森 淑徳 宇佐美 淑徳

78kg超 高橋 帝京 本間 国士舘

48kg 桑田 淑徳 舘野 淑徳 中山 修徳 本間 国士舘 三田 藤村女子 桑田 岩倉 齊藤 駒大高 赤星 駒場

52kg 川田 修徳 新井 淑徳 高橋 国士舘 荒井 藤村女子 笠川 渋谷教育学 矢田 国士舘 鈴木 帝京 新堀 東海大菅生

57kg 中水流 渋谷教育学 池田 帝京 矢吹 淑徳 五十嵐 国士舘 高野 国士舘 酒井 淑徳 宮木 修徳 浅野 渋谷教育学

63kg 谷岡 渋谷教育学 三谷 帝京 佐藤 東海高輪台 高橋 淑徳 徳田 専大附 柏葉 国士舘 吉田 帝京 田﨑 岩倉

70kg 田嶋 帝京 塚田 藤村女子 稲葉 国士舘 大森 渋谷教育学 杉山 東海大菅生 三上 淑徳 菅谷 専大附

78kg 池田紅 藤村女子 池田萌 藤村女子 大森 淑徳 山口 東海高輪台

78kg超 波多江 淑徳 大高 帝京

R02 　大会中止

H24

◆インターハイ（個人②）

優勝 準優勝 第３位 第５位
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H29

H28
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H26



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

48kg 宮木 修徳 藤原 渋谷教育学 早坂 藤村女子 荒木 早稲田実業 上水 渋谷教育学 藤田 藤村女子 大竹 淑徳 小山 駒場

52kg 高木 淑徳 中山 修徳 岩﨑 早稲田実業 笠川 渋谷教育学 丹羽 修徳 鈴木 帝京 高本 白梅学園 森近 淑徳

57kg 大山 藤村女子 高野 修徳 山崎 帝京 新保 岩倉 村山 岩倉 喜多幡 早稲田実業 村井 修徳 酒井 淑徳

63kg 田中 岩倉 吉岡 修徳 工藤 東海高輪台 徳田 淑徳 佐藤 淑徳 宮崎 渋谷教育学 渡邉 早稲田実業 矢澤 駒場

70kg 大森 渋谷教育学 城代 淑徳

78kg 稲葉 国士舘 近松 淑徳 枝川 修徳 本川 藤村女子 酒井 藤村女子 坂 岩倉 中村 専大附

78kg超 大高 帝京 酒井 帝京 池田咲 藤村女子 大川 修徳

48kg 宮木 修徳 大竹 淑徳 古川 国士舘 金 岩倉 宮崎 淑徳 菅野 藤村女子 青木 藤村女子 藤原 渋谷教育学

52kg 高木 淑徳 倉田 淑徳 浦 藤村女子 丹羽 修徳 村松 岩倉 上水 渋谷教育学 柳川 駒場 石井 東海高輪台

57kg 村井 修徳 津田 岩倉 清谷 修徳 蚊口 国士舘 喜多幡 早稲田実業 八木 渋谷教育学 望月 淑徳 榊枝 駒場

63kg 徳田 淑徳 渡邉 早稲田実業 一坊寺 修徳 佐藤 淑徳 鈴木 岩倉 宮崎 渋谷教育学 鈴木 駒場 深沢 国士舘

70kg 新保 岩倉 城代 淑徳 齋藤 国士舘 坂 岩倉 横山 淑徳 神 修徳

78kg 近松 淑徳 本川 藤村女子 戸張 東海高輪台 畠山 修徳

78kg超 斉藤 帝京 酒井 藤村女子 南雲 国士舘 稲垣 帝京

48kg 平峯 修徳 上水 渋谷教育学 藤原 渋谷教育学 古川 国士舘 山岸 國學久我山 青木 藤村女子 西山 東海高輪台 宮崎 淑徳

52kg 村松舞 岩倉 倉田 淑徳 植村 渋谷教育学 佐瀬 渋谷教育学 榊枝 駒場 赤尾 国士舘 石井 国士舘 月野 駒場

57kg 蚊口 国士舘 津田 岩倉 櫻井 淑徳 清谷 修徳 安岡 藤村女子 木下 渋谷教育学 八木 渋谷教育学 瀧ヶ﨑 淑徳

63kg 森近 淑徳 深沢 国士舘 平田 岩倉 岡本 岩倉 佐藤 藤村女子 森田 拓大一 諸見 駒場 鈴木 駒場

70kg 齋藤 国士舘 岩田 修徳 芝田 修徳 渡邉 早稲田実業 本川 藤村女子 池村 新島 菊田 淑徳 加藤 国士舘

78kg 荻野恵 国士舘 山城 東海高輪台

78kg超 清家 淑徳 荻野友 国士舘 辻田 国士舘

R03

R04

R05

◆インターハイ（個人③）

優勝 準優勝 第３位 第５位



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

1年52kg 清水愛 渋谷教育学 山崎 帝京 本橋 帝京 河村 日大三 宮本 淑徳 永口 国士舘 豊倉 小松川 鈴木 杉並工

1年63kg 小原 淑徳 伊藤 渋谷教育学 大西 立正 吉田 淑徳 今井 渋谷教育学 舘野 帝京 宮入 北園 宇佐美 東洋英和

1年63kg超 内海 帝京 峰松 駒場 土方 日大三 鈴木 藤村女子 菅原 立正 樋口 日大三 須賀 桜華女学院

2年52kg 竹内 淑徳 藤代 帝京 南 藤村女子 高橋 渋谷教育学 干場 日大二 河野 駒場 伊藤 杉並工 植木 立正

2年63kg 丸山 藤村女子 冨田 駒場 岡島 駒場 内村 淑徳 曽根 荻窪 石橋 愛国 仲山 明学東村山 吹澤 小松川

2年63kg超 貝沼 淑徳 三戸 日大三 山崎 国士舘 新村 帝京 堤 日大三 松田 淑徳 舩岡 愛国 田上 筑波大附

1年52kg 三浦 渋谷教育学 小原 淑徳 佐々木 日大三 高橋 駒大高 千原 淑徳 日比 成蹊 板谷 足立西 加藤 愛国

1年63kg 三輪 淑徳 五味 藤村女子 川上 帝京 内藤 多摩工 新井 日大三 鳥越 明学東村山 小林 藤村女子 蓮沼 杉並工

1年63kg超 向後 淑徳 塚越 淑徳 野路 帝京 中田 帝京 林 日大三

2年52kg 河村 日大三 本橋 帝京 鈴木 杉並工 関口 筑波大附 松本 北園 永口 国士舘 金子 青山 金澤 拓大一

2年63kg 舘野 帝京 能登 駒込 豊田 日大三 今井 渋谷教育学 清水 駒大高 宮入 北園 宇佐美 東洋英和 大西 立正

2年63kg超 峰松 駒場 伊藤 渋谷教育学 澤田 淑徳 元梅 帝京 舩津 愛国 鈴木 藤村女子 樋口 日大三

1年52kg 佐藤 淑徳 加藤 藤村女子 田中珠 杉並工 伊藤 渋谷教育学 宮本 明学東村山 田中昌 杉並工 海谷 駒場 花川 淑徳

1年63kg 金子 淑徳 清水 淑徳 山盛 国士舘 藪下 日大三 岡本 日大三 上村 渋谷教育学 箱岩 帝京八王子 易 藤村女子

1年63kg超 川戸 淑徳 新井 帝京 武内 帝京 上石 日大三

2年52kg 小原 淑徳 三浦 渋谷教育学 高橋 駒大高 佐々木 日大三 丹 深川 千原 淑徳 加藤 愛国 豊田 駒込

2年63kg 小林 藤村女子 瓜生 帝京 元吉 東海高輪台 五味 藤村女子 三輪 淑徳 前野 明学東村山 内藤 多摩工 澤田 深川

2年63kg超 武田 淑徳 池田 淑徳 中田 帝京 山﨑 八王子実践

1年52kg 長澤 淑徳 黒野 日大三 元吉 藤村女子 古澤 修徳 荻野 明大明治 越山 立志舎 本村 駒場 中條 駒大高

1年63kg 向 藤村女子 七野 淑徳 竹内 帝京 森 駒大高 小松 修徳 藤田 藤村女子 吾妻 渋谷教育学 古谷 日大三

1年63kg超 松本 帝京 立野 渋谷教育学 金子 淑徳 喜多 淑徳

2年52kg 田中 帝京 佐藤 淑徳 長壁 藤村女子 加藤 藤村女子 花川 淑徳 佐藤 足立西 田中昌 杉並工 大槻 駒場

2年63kg 上村 渋谷教育学 永田 日大三 清水 淑徳 山盛 国士舘 藪下 日大三 宮園 淑徳 小池 葛飾野 箱岩 帝京八王子

2年63kg超 新井 帝京 川戸 淑徳 今村 藤村女子 武内 帝京 岡本 日大三

3年57kg 五味 藤村女子 千原 淑徳 蓮沼 杉並工 藤田 日体荏原

3年57kg超 林 日大三 内藤 多摩工

1年52kg 高橋 帝京 吉田 専大附 澤内 藤村女子 増田 藤村女子 小林 駒場 津川 大東一 森 修徳 平塚 大島海洋

1年63kg 渡邊 淑徳 北畑 専大附 堤 日大三 秋葉 藤村女子 中野 藤村女子 加藤 修徳 朝倉 城東 山田 本所

1年63kg超 谷村 帝京 矢澤 駒場 小原 修徳 酒井 帝京 齋藤 淑徳 滝口 藤村女子

2年52kg 古澤 修徳 小金澤 淑徳 本村 駒場 黒野 日大三 元吉 藤村女子 南原 藤村女子 太田 小松川 鈴木 駒場

2年63kg 向 藤村女子 藤田 藤村女子 小松 修徳 七野 淑徳 竹内 帝京 鹿糠 修徳 柳楽 駒場 森 駒大高

2年63kg超 松本 帝京 喜多 淑徳 伊藤 杉並工

3年57kg 長壁 藤村女子 易 藤村女子 田中昌 杉並工

3年57kg超 山盛 国士舘

1年52kg 金子 淑徳 国本 淑徳 宮崎 藤村女子 星 修徳 石塚 専大附 鷲尾 駒込 豊田 修徳 太田 杉並工

1年63kg 髙澤 淑徳 倉部 藤村女子 橋本 帝京 小向 修徳 堀口 藤村女子 髙橋 駒場 都筑 日大三 伊勢崎 帝京

1年63kg超 原田 帝京 村山 淑徳 椿 藤村女子 四方 両国

2年52kg 増田 藤村女子 吉田 専大附 髙橋 帝京 小林 駒場 大木 京華女子 廣瀬 深川 山本 淑徳

2年63kg 北畑 専大附 渡邊 淑徳 朝倉 城東 加藤 修徳 田崎 東海高輪台 中野 藤村女子 堤 日大三 篠 淑徳巣鴨

2年63kg超 齊藤 淑徳 矢澤 駒場 酒井 帝京 谷村 帝京

3年無差別 伊藤 杉並工 荻野 明大明治

1年52kg 義村 修徳 中村 帝京 尾崎 淑徳 渡名喜 修徳 酒井 帝京 佐藤 修徳 中村 藤村女子 池田 藤村女子

1年63kg 髙澤 淑徳 橋本 帝京 大畑 修徳 藤原 淑徳 吉村 修徳 三井 藤村女子 清水 早実 山下 渋谷教育学

1年63kg超 商 帝京 山田 淑徳 本田 杉並工 豊崎 東海高輪台

2年52kg 国本 淑徳 佐田 日大三 太田 杉並工 日下 淑徳 野口 藤村女子 石塚 専大附 大石 本所 鷲尾 駒込

2年63kg 伊勢崎 帝京 橋本 帝京 金子 淑徳 宮崎 藤村女子 中川 東海高輪台 小田中 本所 堀口 藤村女子 高橋 駒場

2年63kg超 原田 帝京 村山 淑徳 椿 藤村女子

3年57kg 髙橋 帝京 大木 京華女子 田﨑 東海高輪台

3年57kg超 谷村 帝京 間瀬 渋谷教育学

1年52kg 向江 淑徳 今井 帝京 佐々木 国士舘 冨永 駒場 佐々木 駒場 高橋 修徳 布谷 藤村女子 櫻井 藤村女子

1年63kg 西尾 帝京 柿澤 渋谷教育学 千葉 渋谷教育学 今井 藤村女子 井田 日大三 橋本 淑徳 大野田 修徳 内田 国士舘

1年63kg超 井上 淑徳 吉野 淑徳 壽 駒大高 加藤 駒場

2年52kg 中村 帝京 義村 修徳 則武 淑徳 尾崎 淑徳 吉村 修徳 酒井 帝京 佐藤 修徳 後藤 渋谷教育学

2年63kg 髙澤 淑徳 橋本 帝京 伴 渋谷教育学 鹿糠 修徳 大畑 修徳 森 藤村女子 射手矢 駒場 近浦 淑徳

2年63kg超 森田 帝京 商 帝京 本田 杉並工 豊崎 東海高輪台 岩田 杉並工

3年57kg 髙澤 淑徳 太田 杉並工 竹内 専大附

3年57kg超 伊勢崎 帝京 原田 帝京

1年52kg 廣澤 修徳 大村 淑徳 郡司 帝京 圷 修徳 坪山 日大二 宮﨑 日大三 鈴木 日比谷 北郷 東海高輪台

1年63kg 斉藤 修徳 平野 国士舘 佐藤 藤村女子 木田 日大三 坂井 日比谷 川田 修徳 戸村 東海高輪台 持木 東京成徳

1年63kg超 杉山 修徳 荒谷 帝京 渡辺 渋谷教育学 田中 愛国

2年52kg 高橋 修徳 冨永 駒場 今井 帝京 櫻井 藤村女子 布谷 藤村女子 倉富 大成 井田 日大三 小林 杉並工

2年63kg 西尾 帝京 橋本 淑徳 石塚 国士舘 千葉 渋谷教育学 内田 国士舘 大木 国士舘 川井 帝京八王子 高岡 修徳

2年63kg超 柿澤 渋谷教育学 加藤 駒場 吉野 淑徳 築地 淑徳

3年57kg 酒井 帝京 池田 藤村女子

3年57kg超 商 帝京 豊崎 東海高輪台
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第３位

◆学年別大会①※平成17年度より開催

優勝 準優勝 第５位



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

1年52kg 玉置 藤村女子 坂本 帝京 関根 修徳 松﨑 国士舘 太田 駒場 石山 修徳 手塚 日大三 村山 藤村女子

1年63kg 吉田 渋谷教育学 清水 淑徳 山崎 淑徳 小向 修徳 菅谷 淑徳 井上 日大三 山田 藤村女子 鈴木 淑徳

1年63kg超 西願寺 淑徳 岩永 帝京 永瀬 帝京 戸井田 藤村女子

2年52kg 郡司 帝京 大村 淑徳 廣澤 修徳 北郷 東海高輪台 大野 淑徳 深澤 日野 坪山 日大二 梅原 貞静

2年63kg 佐藤 藤村女子 斉藤 修徳 橋口 帝京 萩 帝京 川田 修徳 戸村 東海高輪台 中川 日野 宮﨑 日大三

2年63kg超 荒谷 帝京 渡辺 渋谷教育学 篠原 国士舘 井上 淑徳

3年57kg 大木 国士舘 今井 帝京

3年57kg超 石塚 国士舘 今井 藤村女子

1年52kg 安藤 修徳 藤阪 藤村女子 棚橋 学習院女子 東 駒場 坂野 駒場 杉野 修徳 青木 東海大菅生 山本 國學久我山

1年63kg 佐藤 国士舘 上原 国士舘 佐々木 帝京 桑原 藤村女子 久保 藤村女子 吉田 小松川 東 東海高輪台 豊田 淑徳

1年63kg超 宇田川 国士舘 福井 淑徳 角田 帝京

2年52kg 菅谷 淑徳 山本千 帝京 関根 修徳 横山 東海高輪台 坂東 帝京 太田 駒場 田中 日野 石山 修徳

2年63kg 清水 淑徳 西原 帝京 其田 淑徳 野澤 淑徳 山田 藤村女子 山崎 淑徳 佐藤 駒場 小向 修徳

2年63kg超 永瀬 帝京 加賀屋 淑徳 常田 修徳 發知 帝京

3年57kg 萩 帝京 郡司 帝京 戸村 東海高輪台 宮崎 日大三

3年57kg超 橋口 帝京 大山 帝京

1年52kg 大森 帝京 小林 淑徳 布谷 藤村女子 田﨑 藤村女子 角田 国士舘 山本 藤村女子 室本 淑徳 関根 渋谷教育学

1年63kg 石川 渋谷教育学 西原 帝京 佐藤 帝京 西尾 修徳 枠谷 帝京 長谷川 淑徳 嶌田 日大三 柴平 帝京

1年63kg超 熊木 帝京 中村 帝京 宮本 国士舘 宇佐美 淑徳 橘内 日大三 舘洞 日大三

2年52kg 安部 国士舘 藤阪 藤村女子 坂野 駒場 東 駒場 渡辺 篠崎 宮地 東海高輪台 青木 東海大菅生 杉野 修徳

2年63kg 田谷 東海高輪台 上原 国士舘 佐藤 国士舘 園田 淑徳 小林 修徳 桑原 藤村女子 髙井 藤村女子 久保 藤村女子

2年63kg超 宇田川 国士舘 三浦 藤村女子 福井 淑徳 佐藤 淑徳

3年57kg 横山 東海高輪台 山田 藤村女子 門井 専大附 佐藤 駒場

3年57kg超 玉置 藤村女子

1年52kg 中水流 渋谷教育学 三田 藤村女子 関根 岩倉 舘野 淑徳 住田 日野 桑田 岩倉 堀内 田無 本間 国士舘

1年63kg 三谷 帝京 高橋 淑徳 箕輪 東海大菅生 田中 岩倉 宮木 修徳 柏葉 国士舘 増澤 駒場 東 駒場

1年63kg超 塚田 藤村女子 佐藤 東海高輪台 波多江 淑徳 竹下 岩倉 井上 大森 池田 藤村女子 山口 東海高輪台

2年52kg 大森 帝京 小林 淑徳 石川 渋谷教育学 松永 東海高輪台 入澤 日大三 布谷 藤村女子 田﨑 藤村女子 中村 帝京

2年63kg 西原 帝京 枠谷 帝京 倉沢 日大三 箕輪 東海大菅生 長谷川 淑徳 西尾 修徳 森下 東海高輪台 嶌田 日大三

2年63kg超 高橋 帝京 熊木 帝京 本間 国士舘 中村 帝京 宇佐美 淑徳

3年57kg 東 田無

3年57kg超 桑原 藤村女子

1年52kg 川田 修徳 生田 修徳 新井 淑徳 岩切 藤村女子 関 国士舘 齊藤 駒大高 清原 日比谷 川鍋 東海大菅生

1年63kg 池田 帝京 浅野 渋谷教育学 谷岡 渋谷教育学 吉田 帝京 渡部 国士舘 前田 日大三 徳田 専大附 仲井 岩倉

1年63kg超 田嶋 帝京 三上 淑徳 相馬 岩倉

2年52kg 新堀 東海大菅生 三田 藤村女子 吉野 東海高輪台 住田 日野 牧野 駒込 桑田 岩倉 水谷 日比谷

2年63kg 中水流 渋谷教育学 三谷 帝京 鈴木 藤村女子 柏葉 国士舘 宮本 帝京八王子 箕輪 東海大菅生 菅谷 専大附 田﨑 岩倉

2年63kg超 山口 東海高輪台 佐藤 東海高輪台 井上 大森

3年57kg 西原 帝京 森下 東海高輪台

3年57kg超 佐藤 帝京 大下 東海大菅生

1年52kg 中山 修徳 鈴木 帝京 藤原 渋谷教育学 高野 修徳 小林 日大三 藤田 藤村女子 早坂 藤村女子 江波 藤村女子

1年63kg 田中 岩倉 吉岡 修徳 山崎 帝京 大山 藤村女子 砂川 青井 吉川 駒場 棚原 修徳 村山 岩倉

1年63kg超 稲葉 国士舘 大高 帝京 酒井 帝京 大森 渋谷教育学

2年52kg 岩切 藤村女子 仲井 岩倉 生田 修徳 高橋 国士舘 齊藤 駒大高 赤星 駒場 長澤 東海大菅生 市原 修徳

2年63kg 池田 帝京 吉田 帝京 浅野 渋谷教育学 矢吹 淑徳 渡部 国士舘 前田 日大三 鮫島 藤村女子 木戸 東海高輪台

2年63kg超 田嶋 帝京 三上 淑徳 杉山 東海大菅生

3年57kg 洲﨑 藤村女子

3年57kg超 三谷 帝京 佐藤 東海高輪台

2年52kg 藤原 渋谷教育学 笠川 渋谷教育学 高野 修徳 江波 藤村女子 早坂 藤村女子 菅谷 日大三 小林 日大三

2年63kg 棚原 修徳 村山 岩倉 大山 藤村女子 吉岡 修徳 吉川 駒場

2年63kg超 稲葉 国士舘 田中 岩倉 枝川 修徳

3年52kg 市原 修徳 仲井 岩倉 高橋 国士舘 長澤 東海大菅生 神尾 東海大菅生 佐藤 国士舘 奥田 日大三 関 国士舘

3年63kg 五十嵐 国士舘 渡部 国士舘 前田 日大三

3年63kg超 杉山 東海大菅生

1年52kg 丹羽 修徳 荒木 早稲田実業 青木 藤村女子 坂梨 駒場 佐瀬 渋谷教育学 沖田 国士舘 月野 駒場 高橋 東海高輪台

1年63kg 森近 淑徳 渡邊 早稲田実業 八木 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 彌吉 羽村 鈴木 駒場 飯村 豊島 浜辺 明学東村山

1年63kg超 池田咲 藤村女子 齋藤 国士舘 坂 岩倉 小野寺 墨田川

2年52kg 宮木 修徳 高木 淑徳 大竹 淑徳 竹内 京華商 石井 東海高輪台 高本 白梅学園 浦 藤村女子 加藤 大成

2年63kg 徳田 淑徳 新保 岩倉 村井 修徳 山本 早稲田実業 鈴木 国士舘 望月 淑徳 喜多幡 早稲田実業 宮崎 渋谷教育学

2年63kg超 近松 淑徳 斉藤 帝京 本川 藤村女子 酒井 藤村女子 渡邉 東海高輪台 横山 淑徳 戸張 東海高輪台

3年57kg 中山 修徳 高野 修徳

3年57kg超 酒井 帝京 枝川 修徳 棚原 修徳 工藤 東海高輪台

1年52kg 村松 岩倉 藤原 渋谷教育学 花森 藤村女子 宮崎 淑徳 古川 国士舘 松村 田無 高野 文教大付 鎌田 岩倉

1年63kg 瀧ヶ崎 淑徳 平田 岩倉 佐藤 国士舘 櫻井 淑徳 坂尻 修徳 諸見 駒場 金野 藤村女子

1年63kg超 神 修徳 山城 東海高輪台 加藤 国士舘 種市 杉並工

2年52kg 丹羽 修徳 荒木 早稲田実業 青木 藤村女子 上水 渋谷教育学 坂梨 駒場 田中 杉並工 西山 東海高輪台 菅野 藤村女子

2年63kg 津田 岩倉 渡邉 早稲田実業 鈴木 駒場 蚊口 国士舘 八木 渋谷教育学 伊藤 渋谷教育学 長沢 豊島学院 石川 豊島学院

2年63kg超 畠山 修徳 齋藤 国士舘 小野寺 墨田川 白井 石神井

3年57kg 村井 修徳 鈴木 国士舘 橋上 東海高輪台

3年57kg超 新保 岩倉 南雲 国士舘 戸張 東海高輪台

R01

H30

H29

H28

H27

R02

R04

H26

◆学年別大会②※令和4年度大会で終了

優勝 準優勝 第３位 第５位

R03
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48kg

52kg

57kg

63kg

70kg

78kg

78kg超

R05

第３位

◆関東選抜大会※令和5年度より開催

優勝 準優勝 第５位
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年度 区分

H9 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 団体

R03 団体

R04 団体

R05 団体

国士舘 墨田川淑徳 修徳 東海大高輪台 明学東村山 拓大一 藤村女子

東海大菅生 修徳帝京 国士舘 藤村女子 淑徳 渋谷教育学園 日大三

日大三 藤村女子淑徳 渋谷教育学園 帝京 修徳 駒場 東海大高輪台

日大三 駒場帝京 修徳 渋谷教育学園 淑徳 国士舘 藤村女子

渋谷教育学園 東海大高輪台帝京 淑徳 藤村女子 国士舘 修徳 東海大菅生

東海大高輪台 渋谷教育学園帝京 修徳 淑徳 駒場 日大三 藤村女子

◆高校選手権※平成9年度～平成16年度は都女子団体大会として開催

優勝 準優勝 第３位 第５位

日大三 帝京 八王子 駒場 渋谷女子 石神井 拓大一 羽田

渋谷女子 帝京 日大三 八王子 淑徳 駒場 九段 羽田

帝京 淑徳 藤村女子 日大三 南多摩 日体荏原 東海大菅生 駒大高

淑徳 日大三 渋谷教育学園 駒場 拓大一 藤村女子 石神井 明中八王子

淑徳 帝京 駒場 藤村女子 日体荏原 石神井 専大附 日大三

帝京 藤村女子 駒大高 淑徳 日大三 深川 駒場 日体荏原

帝京 藤村女子 駒場 渋谷教育学園 修徳 日大三 淑徳 駒大高

渋谷教育学園 帝京 藤村女子 駒場 淑徳 専大附 日大三 駒大高

渋谷教育学園 淑徳 ③藤村女子 ④日大三 拓大一 駒大高 帝京 立正

淑徳 帝京 日大三 渋谷教育学園 杉並工 藤村女子 専大附 立正

帝京 淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 帝京八王子 三商 日大三 専大附

淑徳 帝京 藤村女子 渋谷教育学園 駒場 杉並工 日大三 修徳

淑徳 帝京 藤村女子 駒場 修徳 日大三 専大附 渋谷教育学園

渋谷教育学園 修徳淑徳 藤村女子 駒場 帝京 専大附 日大三

藤村女子 駒場修徳 帝京 淑徳 渋谷教育学園 東海大高輪台 日大三

修徳 帝京淑徳 渋谷教育学園 藤村女子 国士舘 駒場 日大三

渋谷教育学園 東海大高輪台淑徳 藤村女子 国士舘 帝京 岩倉 専大附

　大会中止

淑徳 修徳帝京 国士舘 渋谷教育学園 藤村女子 岩倉 東海大菅生

修徳 明学東村山国士舘 淑徳 ③岩倉 ④藤村女子 東海大高輪台 渋谷教育学園



東京都高体連女子大会記録

年度 区分

48kg 須藤 農芸 岡本 明中八王子 桜井 大崎 風戸 駒場 大田 拓大一 木村 東大和南

52kg 山下 農芸 山崎 八王子工 吉本 東 千葉 修徳 青木 羽村 粟沢 駒場

56kg 野崎 八王子 山下 農芸 鳥見 第三商 山口 修徳 松村 板橋 上田 藤村女子

61kg 新海 筑波大附 今西 小平 塩野 八王子工 高橋 駒場 高尾 藤村女子

66kg 岡本 駒場 赤羽 修徳 関口 藤村女子

72kg 長谷川 修徳 相沢 藤村女子

72kg超 仲村渠 修徳 篠 豊南

48kg 須藤 農芸 久保田 駒場 粟沢 駒場 金持 拝島 佐野 大崎

52kg 野崎 八王子 新垣 武蔵村山 川口 第三商 森 日比谷 大田 藤村女子 橋本 文京 黒田 駒場

56kg 高橋 修徳 高橋 駒場 千葉 八王子 嘉村 武蔵村山 芳賀 駒場

61kg 海老原 修徳 渡辺 修徳 荒木 藤村女子 小林 豊南 岡本 駒場 小池 八王子東

66kg 浅古 修徳 関口 藤村女子 吉田 八王子工 渡辺 桜町

72kg 赤羽 修徳 比留間 東海大菅生 小林 工芸 藤井 江戸川

72kg超 篠 豊南

48kg 成澤 藤村女子 寺田 修徳 原 豊南 末澤 拓大一 武藤 板橋 高橋 足立西

52kg 高橋 修徳 奥倉 帝京 秋田 藤村女子 加藤 東海大菅生

56kg 小嶋 修徳 小川美 八王子 瀬尾 京華商 荒木 藤村女子 中島 明中八王子 藤川 豊南

61kg 利根川 田無 渡辺 修徳 谷口 葛飾 延 筑波大附

66kg 海老原 修徳 小林 八王子 藤井 井草 小林 豊南

72kg 浅古 修徳 比留間 東海大菅生 川又 城南

72kg超 小川 豊南 五十嵐 赤羽商

48kg 寺田 修徳 内野 明学東村山 三浦 石神井 八木 東海大菅生 舩木 東海大菅生 上西 学芸大附 恵田 足立西

52kg 加藤 東海大菅生 奥倉 帝京 秋田 藤村女子 片桐 石神井 佐野 足立西 倉林 南 小川美 八王子

56kg 小川 八王子 溝口 渋谷女子 冠城 淑徳 宮崎 東海大菅生 岩見 羽田

61kg 利根川 田無 小嶋 修徳 田永 八王子工 鈴木 渋谷女子 針生 大山 三浦 小平

66kg 小林 八王子 門永 藤村女子 村山 石神井 渡部 帝京 伊澤 小松川

72kg 原田 藤村女子 渡辺 八王子 佐藤 桜美林 長井 清瀬

72kg超 小川 豊南 五十嵐 赤羽商 大場 堀越

48kg 原 帝京 長岡 八王子 迫田 足立西 横山 田無 木村 東村山 福永 羽田

52kg 山岸 帝京 村上 京華女子 舩木 東海大菅生 古田 藤村女子 大庭 駒場

56kg 松本 帝京 山口 帝京 細谷 藤村女子 行山 駒場 佐藤 八王子工 赤岡 調布北 石井 藤村女子

61kg 鳥入 帝京 古川 石神井 篠田 渋谷女子 村上 淑徳 田中 八王子 中村 八王子 柳田 堀越

66kg 柳田 堀越 渡辺 八王子 中村 豊南 村田 堀越 斎藤 八王子工 南 羽田 細矢 羽田

72kg 竹中 渋谷女子 渡辺 八王子

72kg超 吉永 東海大菅生 井上 拓大一 二瓶 渋谷女子 金森 駒場

48kg 大久保 駒場 板橋 淑徳 原 帝京 三浦 石神井 古澤 石神井 塩田 渋谷女子 川崎 日大三 稲田 帝京

52kg 村上 京華女子 山岸 帝京 木村 藤村女子 大庭 駒場 桶山 堀越 北林 日比谷 加藤 本所工 日置 石神井

56kg 山口 帝京 竹林 日大三 細谷 藤村女子 與儀 駒場 原 渋谷女子 赤岡 調布北 田口 羽田 木村 板橋

61kg 鳥入 帝京 野木 藤村女子 松浦 東海大菅生 渡辺 八王子 大部 駒大高 萩原 明中八王子 中村 東村山 名古屋 國學久我山

66kg 白熊 駒場 柳田 堀越 篠田 渋谷女子 細矢 羽田 平 東海大菅生 鮫島 小石川 坂下 日大三

72kg 上田 立川 秋葉 日大三 堤 渋谷女子

72kg超 関 豊南 坪井 豊南 大澤 田無 浜田 駒大高 小林 愛国

48kg 板橋 淑徳 山本 八王子 五十嵐 帝京 鈴木 石神井 田口 藤村女子 堀口 帝京 松崎 駒場 奥村 三鷹

52kg 春本美 帝京 荒井 日大三 川崎祐 日大三 木俣 淑徳 木村 藤村女子 相田 九段 工藤 駒場 加藤 本所工

57kg 君島 帝京 平岡 潤徳女子 原 渋谷教育学 川崎祐 日大三 飯村 羽田 滝田 立川 田中 淑徳 吉田 専大附

63kg 竹林 日大三 青木 筑波大附 花里 渋谷教育学 熊崎 石神井 平井 駒大高 松浦 東海大菅生 今田 拓大一 熊崎 石神井

70kg 山本 駒場 束野 日大三 斎藤 八王子 波多 淑徳 菅野 石神井 鈴木 石神井 小林 東海大菅生

78kg 沖 帝京 秋葉 日大三 福島 拓大一

78kg超 湊 帝京 中野 桜華女学院

48kg 山本 八王子 舘岡 八王子 五十嵐 帝京 町田 京華女子 丹羽 錦城 名取 小松川 尾添 東村山 戸川 九段

52kg 春本美 帝京 荒井 日大三 工藤 駒場 前東 駒大高 小坂 日大三 田中 淑徳 網野 東海大菅生 鈴木 八王子東

57kg 君島 帝京 天瀬 渋谷教育学 藤根 駒場 峯田 淑徳 滝田 立川 町田 帝京 川崎祐 日大三 都築 藤村女子

63kg 岩田千 淑徳 佐藤好 帝京 秦 帝京 束野 日大三 高橋 日大三 森田 立川 瀧原 小松川 平井 駒大高

70kg 山本 駒場 波多 淑徳 中田 八王子工 花里 渋谷教育学 品田 立川

78kg 岡 淑徳 四方 帝京 福島 拓大一 海部 淑徳 前原 三鷹 鈴木 石神井 中野 立川

78kg超 湊 帝京 代田 渋谷教育学 中野 桜華女学院

優勝 準優勝 第３位
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東京都高体連女子大会記録

年度 区分

48kg 古杉 淑徳 春本歩 帝京 高梨 日大三 舩木 東海大菅生 竹内 日比谷 長江 日大三 村石 駒大高 萩原 一橋

52kg 篠田 帝京 鈴木 日大三 高林 明中八王子 山田 淑徳 小池 藤村女子 中村 鴎友 守谷 足立西 泉関 藤村女子

57kg 岩田千 淑徳 峯田 淑徳 宮下 帝京 鈴木 帝京 石黒 立川 宮下 日体荏原 陶 渋谷教育学 今田 藤村女子

63kg 小林 淑徳 佐藤好 帝京 森田 石神井 白畑 日大三 江原 修徳 西島 藤村女子 永井 農大一 樋渡 小松川

70kg 岡 淑徳 秦 帝京 小吉 帝京 野口 淑徳 品田 立川 都築 藤村女子 木下 藤村女子

78kg 中澤 淑徳 四方 帝京 長谷川 藤村女子

78kg超 代田 渋谷教育学 海部 淑徳

48kg 佐藤充 帝京 古杉 淑徳 柿崎 淑徳 舩木 東海大菅生 石塚 國學院 井口 藤村女子 石島 日大三 竹内 日比谷

52kg 岩田里 淑徳 清水 渋谷教育学 春本歩 帝京 山田 淑徳 富田 駒場 黒木 日大三 川原 日比谷 森 駒大高

57kg 篠田 帝京 小池 藤村女子 新藤 駒場 明先 淑徳 今田 藤村女子 井上 嘉悦女子 日暮 嘉悦女子 広瀬 日大三

63kg 川崎由 日大三 小林 淑徳 笠原 帝京 宮下 帝京 永井 駒場 森田 石神井 松浦 日体荏原 下田 東海大菅生

70kg 野口 淑徳 小吉 帝京 竹内 駒大高 佐藤 東海高輪台 金田 日大三 福永 福生 瀧田 武蔵丘 鈴木 日大三

78kg 中澤 淑徳 樋口 帝京 関根 帝京

78kg超 五十嵐 帝京 岩下 帝京 佐藤 愛国 松村 拓大一

48kg 佐藤充 帝京 石島 日大三 青木 小川 井澤 石神井 原田 拓大一 柿崎 淑徳 膳 専大附 田辺 小松川

52kg 西田 淑徳 岩田里 淑徳 吉田 藤村女子 富田 駒場 高原 明中八王子 長谷川 修徳 尾田 駒大高 森田 錦城

57kg 笠原 帝京 明先 淑徳 三次 日大三 田畑 駒場 飴本 日体荏原 小原 東京実 久田 藤村女子 松浦 日体荏原

63kg 川崎由 日大三 野口 渋谷教育学 新藤 駒場 滝田 淑徳 由井 帝京 永井 拓大一 猪瀬 北野 小林 國學久我山

70kg 國原 淑徳 佐々木 帝京 鈴木 日体荏原 高山 八王子 鈴木 日大三 山本 東海高輪台

78kg 池田 淑徳 西村 帝京 村上 板橋 佐藤 東海高輪台

78kg超 関根 帝京 松村 拓大一 佐藤 淑徳 高橋 一橋

48kg 山岸 藤村女子 中田 日大三 名塚 駒場 海老原 修徳 酒田 城東 膳 専大附 鈴木 國學久我山 岩崎 國學久我山

52kg 西田 淑徳 中井 東海高輪台 西山 渋谷教育学 井澤 石神井 尾田 駒大高 小林 立川 吉澤 藤村女子 相馬 錦城

57kg 矢野 淑徳 由井 帝京 鞭馬 修徳 田畑 駒場 横堀 玉川 小原 東京実 金村 石神井 常世田 國學久我山

63kg 大川 淑徳 柏木 帝京 野口 渋谷教育学 矢島 藤村女子 木根渕 日大三 島津 駒大高 関戸 藤村女子 松本 深川

70kg 佐々木 帝京 國原 淑徳 塚田 淑徳 佐藤 工学院 山本 東海高輪台 松谷 日大鶴ヶ丘

78kg 池田 淑徳 石川 帝京 鬼木 日大三 田村 藤村女子

78kg超 鈴木 帝京 佐藤 淑徳 佐藤 藤村女子 平山 日大三

48kg 山岸 藤村女子 中田 日大三 池永 淑徳 大谷 帝京 有田 専大附 名塚 駒場 宮脇 駒大高 海老原 修徳

52kg 松本 藤村女子 戸倉 帝京 岡部 駒大高 西山 渋谷教育学 福田 専大附 名久井 駒場 太田和 筑波大附 桜井 藤村女子

57kg 矢野 淑徳 中井 東海高輪台 森田 渋谷教育学 木根渕 日大三 飯島 駒場 高柳 帝京 青野 東海高輪台 池田 駒場

63kg 柏木 帝京 大川 淑徳 新井 淑徳 鞭馬 修徳 伊藤 国士舘 藤田 立川 井上 藤村女子 黒川 駒場

70kg 飯田 渋谷教育学 定形 帝京 小向 東京実 佐藤 工学院

78kg 石川 帝京 石走 淑徳 田村 藤村女子

78kg超 小林 淑徳 鈴木 帝京 佐藤 藤村女子

48kg 池永 淑徳 竹内 淑徳 木内 日大三 高橋 渋谷教育学 風戸 拓大一 河野 駒場 渋谷 駒場 島崎 八王子学園

52kg 清水 渋谷教育学 窪田 淑徳 桜井 藤村女子 山口 帝京八王子 小山 日大三 平井 日比谷 内村 淑徳 今田 日大三

57kg 貝沼 淑徳 大谷 帝京 高柳 帝京 赤嶺 淑徳 山本 駒場 大西 日大三 森田 藤村女子 丸山 藤村女子

63kg 渡辺 渋谷教育学 新井 淑徳 福本 帝京 堤 日大三 飯田 日大三 黒川 駒場 碓井 筑波大附 仲山 明学東村山

70kg 定形 帝京 星野 日大三

78kg 石走 淑徳 三戸 日大三

78kg超 小林 淑徳 宍戸 渋谷教育学 山崎 国士舘 松田 淑徳

52kg 増田 藤村女子 元吉 藤村女子 古澤 修徳 森 修徳 本村 駒場 吉田 専大附 長澤 淑徳 荻野 明大明治

57kg 向 藤村女子 田中 藤村女子 小松 修徳 堤 日大三 鈴木 駒場 七野 淑徳 古谷 日大三 加藤 修徳

63kg 太田 淑徳 藤田 藤村女子 北畑 専大附 吾妻 渋谷教育学 柳楽 駒場 竹内 帝京 間瀬 渋谷教育学 朝倉 城東

70kg 喜多 淑徳 矢澤 駒場 亀井 藤村女子 酒井 帝京

無差別 立野 渋谷教育学 谷村 帝京 松本 帝京 平田 渋谷教育学

52kg 玉置 藤村女子 金子 淑徳 国本 淑徳 増田 藤村女子 吉田 専大附 森田 城東 森 修徳 小林 駒場

57kg 堤 日大三 渡邊 淑徳 橋本 帝京 荻野 渋谷教育学 田崎 東海高輪台 宮崎 藤村女子 中野 藤村女子 友保 日大鶴ヶ丘

63kg 田代 淑徳 伊勢崎 帝京 堀口 藤村女子 朝倉 城東 松本 深川 倉部 藤村女子 北畑 専大附 中川 東海高輪台

70kg 矢澤 駒場 小向 修徳 酒井 帝京 亀井 藤村女子 間瀬 渋谷教育学

無差別 橋本 淑徳 谷村 帝京 原田 帝京 齊藤 淑徳

52kg 中村 帝京 金子 淑徳 尾崎 淑徳 義村 修徳 渡名喜 修徳 佐田 日大三 鷲尾 駒込 冨永 駒場

57kg 宮崎 藤村女子 大畑 修徳 山下 渋谷教育学 都筑 日大三 髙澤優 淑徳 石塚 専大附 鵜澤 東京成徳 髙澤冴 淑徳

63kg 荻野 渋谷教育学 中川 東海高輪台 高橋 駒場 藤原 淑徳 小田中 本所 倉部 藤村女子 伊勢崎 帝京 清水 早稲田実業

70kg 小向 修徳 森田 帝京 山田 淑徳 村山 淑徳 三井 藤村女子

無差別 橋本 淑徳 原田 帝京 田谷 科学技術 菅井 青山
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東京都高体連女子大会記録

年度 区分

52kg 中村 帝京 義村 修徳 酒井 帝京 尾崎 淑徳 渡名喜 修徳 向江 淑徳 冨永 駒場 佐々木 国士舘

57kg 西尾 帝京 千葉 渋谷教育学 橋本 淑徳 鹿糠 修徳 渡邉 駒場 福村 日大三 佐藤 修徳 今井 帝京

63kg 橋本 帝京 髙澤 淑徳 今井 藤村女子 伴 渋谷教育学 柿澤 渋谷教育学 射手矢 駒場 大畑 修徳 三井 藤村女子

70kg 森田 帝京 商 帝京 山田 淑徳 吉野 淑徳 皆川 藤村女子

無差別 朝比奈 渋谷教育学 井上 淑徳 加藤 駒場 岩田 杉並工 小松原 駒場

52kg 向江 淑徳 高橋 修徳 郡司 帝京 今井 帝京 大木 国士舘 櫻井 藤村女子 布谷 藤村女子 北郷 東海高輪台

57kg 西尾 帝京 橋本 淑徳 宮﨑 日大三 高岡 修徳 川田 修徳 平野 国士舘 沢田 東海高輪台 川井 帝京八王子

63kg 斉藤 修徳 石塚 国士舘 柿澤 渋谷教育学 佐藤 藤村女子 竹渕 大東一 橋口 帝京 今井 藤村女子 大野田 修徳

70kg 杉山 修徳 皆川 藤村女子

無差別 朝比奈 渋谷教育学 荒谷 帝京 浜 淑徳 渡辺 渋谷教育学 大山 帝京

52kg 大村 淑徳 菅谷 淑徳 郡司 帝京 山本 帝京 小峰 日大三 横山 東海高輪台 深澤 日野 関根 修徳

57kg 萩 帝京 吉田 渋谷教育学 平野 国士舘 宮﨑 日大三 大野 淑徳 清水 淑徳 川田 修徳 小林 修徳

63kg 佐藤 藤村女子 斉藤 修徳 橋口 帝京 西願寺 淑徳 山崎 淑徳 西原 帝京 小向 修徳 手塚 日大三

70kg 杉山 修徳 加賀屋 淑徳 渡辺 郁文館 常田 修徳

無差別 荒谷 帝京 浜 淑徳 井上 淑徳 戸井田 藤村女子

48kg 安部 国士舘 坂本 帝京 坂東 帝京 村山 藤村女子 関根 修徳 松﨑 国士舘 藤阪 藤村女子 安藤 修徳

52kg 菅谷 淑徳 明石 渋谷教育学 杉野 修徳 山本千 帝京 横山 東海高輪台 棚橋 学習院女子 植田 藤村女子 村尾 藤村女子

57kg 玉置 藤村女子 清水 淑徳 佐藤 国士舘 手塚 日大三 東 東海高輪台 山田 藤村女子 豊田 淑徳 石山 修徳

63kg 吉田 渋谷教育学 西原 帝京 野澤 淑徳 小向 修徳 桑原 藤村女子 金子 大成 上原 国士舘

無差別 佐藤 淑徳 三浦 藤村女子 發知 帝京 西願寺 淑徳 永瀬 帝京 松﨑 総合工科

48kg 安部 国士舘 布谷 藤村女子 安藤 修徳 小林 淑徳 藤阪 藤村女子 栗田 修徳 福井 淑徳 坂野 駒場

52kg 石川 渋谷教育学 山本 藤村女子 大森 帝京 関根 渋谷教育学 杉野 修徳 角田 国士舘 横山 明学東村山 伊藤 日大三

57kg 明石 渋谷教育学 佐藤 国士舘 東 駒場 西原 帝京 小林 修徳 山下 大成 箕輪 東海大菅生 森下 東海高輪台

63kg 田谷 東海高輪台 上原 国士舘 髙井 藤村女子 中村 帝京 佐々木 帝京 桑原 藤村女子 齋藤 蒲田 佐藤 修徳

無差別 高橋 帝京 三浦 藤村女子 宇田川 国士舘 佐藤 淑徳 橘内 日大三 熊木 帝京 長谷川 藤村女子 本間 国士舘

48kg 布谷 藤村女子 座間 藤村女子 小林 淑徳 舘野 淑徳 関根 岩倉 牧野 駒込 桑田 岩倉

52kg 大森 帝京 田﨑 藤村女子 角田 国士舘 室本 淑徳 関根 渋谷教育学 池亀 駒場 松永 東海高輪台 中水流 渋谷教育学

57kg 石川 渋谷教育学 枠谷 帝京 西原 帝京 柏葉 国士舘 長谷川 淑徳 森下 東海高輪台 嶌田 日大三 東向 愛国

63kg 三谷 帝京 塚田 藤村女子 大下 東海大菅生 高橋 淑徳 増澤 駒場 渡辺 渋谷教育学 田中 岩倉 西尾 修徳

無差別 高橋 帝京 熊木 帝京 宮本 国士舘 本間 国士舘 山口 東海高輪台 竹下 岩倉 宇佐美 淑徳 波多江 淑徳

48kg 新井 淑徳 市原 修徳 長澤 東海大菅生 齊藤 駒大高 岩切 藤村女子 三田 藤村女子 内田 東海高輪台 舘野 淑徳

52kg 川田 修徳 洲﨑 藤村女子 本間 国士舘 吉野 東海高輪台 奥田 日大三 関 国士舘 若林 大成 新堀 東海大菅生

57kg 中水流 渋谷教育学 矢吹 淑徳 宮木 修徳 鈴木 藤村女子 鮫島 藤村女子 浅野 渋谷教育学 徳田 専大附 菅野 修徳

63kg 谷岡 渋谷教育学 高橋 淑徳 佐藤 東海高輪台 吉田 帝京 三谷 帝京 渡辺 渋谷教育学 三上 淑徳 柏葉 国士舘

無差別 波多江 淑徳 池田紅 藤村女子 田中 岩倉 田嶋 帝京 塚田 藤村女子 大森 淑徳 杉山 東海大菅生

48kg 生田 修徳 中山 修徳 岩切 藤村女子 藤原 渋谷教育学 佐藤 国士舘 小山 駒場 赤星 駒場 長澤 東海大菅生

52kg 川田 修徳 新井 淑徳 鈴木 帝京 高橋 国士舘 笠川 渋谷教育学 久保 修徳 江波 藤村女子 神尾 東海大菅生

57kg 池田 帝京 五十嵐 国士舘 浅野 渋谷教育学 大山 藤村女子 松井 東海大菅生 矢吹 淑徳 村山 岩倉 川村 田無

63kg 谷岡 渋谷教育学 吉田 帝京 関澤 淑徳 吉岡 修徳 徳田 専大附 渡部 国士舘 田中 岩倉 前田 日大三

無差別 池田紅 藤村女子 田嶋 帝京 大高 帝京 大森 渋谷教育学 三上 淑徳 杉山 東海大菅生

R02

48kg 宮木 修徳 金 岩倉 大竹 淑徳 田岡 拓大一 橋上 東海高輪台

52kg 高木 淑徳 丹羽 修徳 石井 東海高輪台 柳川 駒場 藤井 京華商 沖田 国士舘 竹内 京華商

57kg 森近 淑徳 蚊口 国士舘 八木 渋谷教育学 緑川 東海高輪台 清谷 修徳 望月 淑徳

63kg 徳田 淑徳 佐藤 淑徳 宮崎 渋谷教育学 村井 修徳 東向 江北 松尾 光丘 竹内 岩倉 伊藤 渋谷教育学

無差別 近松 淑徳 城代 淑徳 本川 藤村女子 斉藤 帝京 川崎 豊島学院 坂 岩倉 齋藤 国士舘 白井 石神井

48kg 平峯 修徳 藤原 渋谷教育学 上水 渋谷教育学 西山 東海高輪台 菅野 藤村女子 青木 藤村女子 高野 文教大付 山岸 國學久我山

52kg 村松 岩倉 倉田 淑徳 月野 駒場 佐瀬 渋谷教育学 石井 国士舘 西村 福生 松村 田無 鎌田 岩倉

57kg 蚊口 国士舘 津田 岩倉 櫻井 淑徳 八木 渋谷教育学 清谷 修徳 佐藤 国士舘 印牧 日野 金野 藤村女子

63kg 森近 淑徳 渡邉 早稲田実業 平田 岩倉 深沢 国士舘 伊藤 渋谷教育学 鈴木 駒場 諸見 駒場 菊田 淑徳

無差別 畠山 修徳 池田咲 藤村女子 坂 岩倉 齋藤 国士舘 山城 東海高輪台 種市 杉並工 神 修徳

48kg

52kg

57kg

63kg

無差別

R04

H27

H26

R03

R05

H24

H25

　大会中止

◆高校選手権（個人③）

優勝 準優勝 第３位 第５位

R01

H30

H29

H28


