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スナッチ 94.0 中川   大樹 山   梨 日川高校 2006/03/11 第26回全日本ジュニア選手権大会 石岡市
53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 120.0 玉城   成一 沖   縄 糸満高校 2006/10/06 第61回国民体育大会(少年男子) 明石市

トータル 210.0 玉城   成一 沖   縄 糸満高校 2006/10/06 第61回国民体育大会(少年男子) 明石市

スナッチ 105.0 村上   道人 宮   崎 小林高校 2008/06/14 第62回全九州高等学校競技大会 那覇市
56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 134.0 糸数   陽一 沖   縄 豊見城高校 2009/03/07 第29回全日本ジュニア選手権大会 石岡市

トータル 236.0 糸数   陽一 沖   縄 豊見城高校 2009/03/07 第29回全日本ジュニア選手権大会 石岡市

スナッチ 117.5 上地   克彦 沖   縄 豊見城高校 2004/03/13 第24回全日本ジュニア選手権大会 さいたま市
62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 145.0 上地   克彦 沖   縄 豊見城高校 2004/03/13 第24回全日本ジュニア選手権大会 さいたま市

トータル 262.5 上地   克彦 沖   縄 豊見城高校 2004/03/13 第24回全日本ジュニア選手権大会 さいたま市

スナッチ 121.0 金城   聖丸 沖   縄 豊見城高校 2008/06/14 第62回全九州高等学校競技大会 那覇市
69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 153.0 金城   聖丸 沖   縄 豊見城高校 2009/01/18 第17回全九州高校選抜大会兼記録挑戦会 北九州市

トータル 270.0 金城   聖丸 沖   縄 豊見城高校 2009/01/18 第17回全九州高校選抜大会兼記録挑戦会 北九州市

スナッチ 131.0 内藤 　定博 山   梨 日川高校 2000/08/04 第47回全国高等学校選手権大会 土岐市
77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 161.0 石原   寛朗 京   都 鳥羽高校 2002/06/15 第35回近畿高等学校選手権大会 羽曳野市

トータル 290.0 内藤　 定博 山   梨 日川高校 2000/08/04 第47回全国高等学校選手権大会 土岐市

スナッチ 136.0 高橋   一馬 福   岡 九州国際大学附属高校 2005/01/16 第13回全九州高校選抜大会兼記録挑戦会 浦添市
85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 167.5 平岡　 勇輝 静   岡 清水工業高校 2001/03/18 第21回全日本ジュニア選手権大会 上尾市

トータル 302.5 平岡　 勇輝 静   岡 清水工業高校 2001/03/18 第21回全日本ジュニア選手権大会 上尾市

スナッチ 137.5 小笠原伸吾 山   梨 吉田高校 2002/10/29 第57回国民体育大会(少年男子) 香我美町
94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 176.0 白石   宏明 福   岡 九州国際大学附属高校 2007/10/02 第62回国民体育大会(少年男子) 八郎潟町

トータル 306.0 白石   宏明 福   岡 九州国際大学附属高校 2007/10/02 第62回国民体育大会(少年男子) 八郎潟町

スナッチ 133.0 中山   貴憲 広   島 府中東高校 2009/01/25 第11回中国高校選抜大会兼記録挑戦会 倉敷市
105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 176.0 高橋   一平 滋   賀 安曇川高校 2009/03/08 第29回全日本ジュニア選手権大会 石岡市

トータル 304.0 白石   宏明 福   岡 九州国際大学附属高校 2008/03/09 第28回全日本ジュニア選手権大会 さいたま市

スナッチ 142.5 太田   和臣 福   岡 八幡中央高校 2005/03/13 第25回全日本ジュニア選手権大会 八千代市
+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 175.0 広瀬   将也 山   梨 吉田高校 2005/03/13 第25回全日本ジュニア選手権大会 八千代市

トータル 312.5 太田   和臣 福   岡 八幡中央高校 2005/03/13 第25回全日本ジュニア選手権大会 八千代市
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スナッチ 71.0 角田   祥子 岡   山 倉敷商業高校 2004/03/13 第24回全日本ジュニア選手権大会 さいたま市
48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 88.0 八木かなえ 兵   庫 須磨友が丘高校 2008/12/03 第10回アジアユース選手権大会 全州

トータル 155.0 野村　 依可 兵   庫 須磨友が丘高校 1998/03/14 第18回全日本ジュニア選手権大会 上尾市

スナッチ 81.0 具志堅美沙希 沖   縄 南部工業高校 2007/07/15 第９回全国高等学校女子選手権大会 和歌山市
53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 105.0 三宅 　宏実 埼   玉 埼玉栄高校 2003/03/08 第23回全日本ジュニア選手権大会 上尾市

トータル 185.0 三宅 　宏実 埼   玉 埼玉栄高校 2003/11/16 第16回世界女子選手権大会 バンクーバー

スナッチ 79.0 谷口   亜純 京   都 加悦谷高校 2006/03/11 第26回全日本ジュニア選手権大会 石岡市
58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 105.5 大倉 　妙子 埼   玉 埼玉栄高校 1999/03/06 第19回全日本ジュニア選手権大会 上尾市

トータル 182.5 大倉 　妙子 埼   玉 埼玉栄高校 1999/03/06 第19回全日本ジュニア選手権大会 上尾市

スナッチ 86.0 宮平奈美子 沖   縄 南風原高校 2007/03/11 第27回全日本ジュニア選手権大会 さいたま市
63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 105.0 橋田   麻由 京   都 加悦谷高校 2004/11/22 晴れの国おかやま国体記念杯女子大会 倉敷市

トータル 186.0 宮平奈美子 沖   縄 南風原高校 2007/03/11 第27回全日本ジュニア選手権大会 さいたま市

スナッチ 85.5 齋藤 　里香 京   都 加悦谷高校 2002/03/17 第22回全日本ジュニア選手権大会 上尾市
69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 齋藤　 里香 京   都 加悦谷高校 2001/03/16 第  3回東アジア競技大会予選会 上尾市

トータル 195.0 齋藤　 里香 京   都 加悦谷高校 2001/03/16 第  3回東アジア競技大会予選会 上尾市

スナッチ 90.0 仲村   理奈 沖   縄 豊見城高校 2009/03/08 第29回全日本ジュニア選手権大会 石岡市
75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 112.5 齋藤　 里香 京   都 加悦谷高校 2002/01/17 第  6回近畿高校選抜兼記録挑戦会 神戸市

トータル 198.0 仲村   理奈 沖   縄 豊見城高校 2009/03/08 第29回全日本ジュニア選手権大会 石岡市

スナッチ 95.0 今鉾　 一恵 埼   玉 埼玉栄高校 2001/03/16 第  3回東アジア競技大会予選会 上尾市
+75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 嶋本   麻美 和歌山 和歌山東高校 2005/11/17 第17回世界女子選手権大会 ドーハ

トータル 201.0 嶋本   麻美 和歌山 和歌山東高校 2006/03/12 第26回全日本ジュニア選手権大会 石岡市
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