
2009.07.05
階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名 開催地

スナッチ 83.0 大城 みさき 沖   縄 沖縄県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 2008/04/04 第22回全日本選手権大会 甲府市
48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ

トータル 191.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ

スナッチ 85.0 三宅 　宏実 埼   玉 ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2009/07/03 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市
53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 111.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/09/18 第６回全日本大学対女子抗選手権大会 藤沢市

トータル 195.0 三宅 　宏実 埼   玉 ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2009/07/03 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市

スナッチ 89.0 渡慶次雅子 埼   玉 自衛隊体育学校 2009/07/04 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市
58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 115.0 高橋百合子 埼   玉 自衛隊体育学校 2000/06/24 第14回全日本女子選手権大会 上尾市

トータル 200.0 高橋百合子 埼   玉 自衛隊体育学校 2000/06/24 第14回全日本女子選手権大会 上尾市

スナッチ 93.0 橋田   麻由 石   川 金沢学院大学(職) 2009/07/04 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市
63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 118.0 橋田   麻由 石   川 金沢学院大学(職) 2009/07/04 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市

トータル 211.0 橋田   麻由 石   川 金沢学院大学(職) 2009/07/04 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市

スナッチ 94.0 谷      綾野 富   山 (財)魚津市体育協会 2009/07/04 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市
69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 122.0 齋藤   里香 石   川 金沢学院東高校(教) 2008/08/13 第29回オリンピック競技大会 北京

トータル 212.0 谷      綾野 富   山 (財)魚津市体育協会 2009/07/04 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市

スナッチ 105.0 今鉾 　一恵 埼   玉 自衛隊体育学校 2005/11/03 第４回東アジア競技大会 マカオ
75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 126.0 今鉾 　一恵 埼   玉 日本体育大学 2006/10/05 第18回世界女子選手権大会 サントドミニカ

トータル 230.0 今鉾 　一恵 埼   玉 自衛隊体育学校 2005/11/03 第４回東アジア競技大会 マカオ

スナッチ 108.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2008/04/30 第20回アジア女子選手権大会 金沢市
+75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 142.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2008/04/30 第20回アジア女子選手権大会 金沢市

トータル 250.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2008/04/30 第20回アジア女子選手権大会 金沢市

【女子】 日本公認最高記録



2009.07.01
階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名 開催地

スナッチ 81.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ
48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ

トータル 191.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ

スナッチ 83.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/09/18 第６回全日本大学対女子抗選手権大会 藤沢市
53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 111.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/09/18 第６回全日本大学対女子抗選手権大会 藤沢市

トータル 194.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/09/18 第６回全日本大学対女子抗選手権大会 藤沢市

スナッチ 83.0 松本   萌波 千   葉 早稲田大学 2006/11/04 秋田わかすぎ国体記念杯女子大会 八郎潟町
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回全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 上尾市

トータル 183.0 松本   萌波 千   葉 早稲田大学 2006/11/04 秋田わかすぎ国体記念杯女子大会 八郎潟町

スナッチ 88.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2006/11/04 秋田わかすぎ国体記念杯女子大会 八郎潟町
63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 113.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2006/05/31 第12回世界ジュニア女子選手権大会 杭州

トータル 199.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2006/11/04 秋田わかすぎ国体記念杯女子大会 八郎潟町

スナッチ 91.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2006/10/22 第７回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市
69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 118.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2006/10/22 第７回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

トータル 209.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2006/10/22 第７回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

スナッチ 100.0 今鉾 　一恵 埼   玉 日本体育大学 2002/11/30 第３回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市
75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 117.5 今鉾　 一恵 埼   玉 日本体育大学 2002/11/30 第３回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

トータル 217.5 今鉾 　一恵 埼   玉 日本体育大学 2002/11/30 第３回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

スナッチ 102.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2007/11/01 第12回アジアジュニア女子選手権大会 アンマン
+75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 133.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2007/12/23 第８回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

トータル 232.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2007/09/26 第13回世界女子選手権大会 チェンマイ

【女子】 ジュニア日本公認最高記録



2009.07.01
階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名 開催地

スナッチ 81.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ
48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ

トータル 191.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/10/30 第４回東アジア競技大会 マカオ

スナッチ 83.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/09/18 第６回全日本大学対女子抗選手権大会 藤沢市
53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 111.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/09/18 第６回全日本大学対女子抗選手権大会 藤沢市

トータル 194.0 三宅 　宏実 埼   玉 法政大学 2005/09/18 第６回全日本大学対女子抗選手権大会 藤沢市

スナッチ 87.0 松本   萌波 千   葉 早稲田大学 2007/12/23 第８回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市
58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 109.0 松本   萌波 千   葉 早稲田大学 2007/12/23 第８回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

トータル 196.0 松本   萌波 千   葉 早稲田大学 2007/12/23 第８回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

スナッチ 92.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2008/04/05 第22回全日本選手権大会 甲府市
63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 115.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2008/04/28 第20回アジア女子選手権大会 金沢市

トータル 206.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2008/04/28 第20回アジア女子選手権大会 金沢市

スナッチ 93.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2008/11/30 第９回全日本大学対抗選手権大会 横浜市
69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 118.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2006/10/22 第７回全日本大学対抗女子選手権大会 横浜市

トータル 211.0 橋田   麻由 京   都 金沢学院大学 2008/11/30 第９回全日本大学対抗選手権大会 横浜市

スナッチ 102.5 今鉾 　一恵 埼   玉 日本体育大学 2003/06/28 第17回全日本女子選手権大会 大田区
75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 125.0 今鉾 　一恵 埼   玉 日本体育大学 2004/04/11 第17回アジア女子選手権大会 アルマティ

トータル 222.5 今鉾 　一恵 埼   玉 日本体育大学 2004/04/11 第17回アジア女子選手権大会 アルマティ

スナッチ 108.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2008/04/30 第20回アジア女子選手権大会 金沢市
+75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 142.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2008/04/30 第20回アジア女子選手権大会 金沢市

トータル 250.0 嶋本   麻美 和歌山 金沢学院大学 2008/04/30 第20回アジア女子選手権大会 金沢市

【女子】 大学公認最高記録



2009.07.05
階級 種目 記録 氏名 支部 所属 年月日 大会名 開催地

スナッチ 72.0 水落   穂南 埼   玉 埼玉栄高校 2009/05/21 第１回世界ユース選手権大会 チェンマイ
48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 90.0 八木かなえ 兵   庫 須磨友が丘高校 2009/05/21 第１回世界ユース選手権大会 チェンマイ

トータル 160.0 水落   穂南 埼   玉 埼玉栄高校 2009/07/03 第23回全日本女子選手権大会 さいたま市

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

【女子】 高校公認最高記録


