【男子】

日本公認最高記録
2016.01.01

階級

種目
スナッチ

記録

氏名

支部

所属

106.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

年月日

大会名

2010/06/19 第64回全九州高等学校競技大会

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 130.0 上原不二男 沖 縄 糸満市公共施設管理ｾﾝﾀｰ 2000/10/15 第55回国民体育大会(成年男子)
トータル

235.0 上原不二男 沖 縄 糸満市公共施設管理ｾﾝﾀｰ 2000/10/15 第55回国民体育大会(成年男子)

スナッチ

117.0 玉寄 公博 埼 玉 自衛隊体育学校

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 153.0 山田 政晴 群 馬 群馬綜合ガードシステム

2015/11/22 第52回全日本社会人選手権大会
2008/08/10 第29回オリンピック競技大会

トータル

260.0 山田 政晴 群 馬 日本体育大学

2001/05/20 第３回東アジア競技大会

スナッチ

135.0 池畑

2000/09/17 第27回オリンピック競技大会

大 鹿児島 池畑モータース

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 167.0 糸数 陽一 東 京 警視庁
トータル

300.0 池畑

大 鹿児島 池畑モータース

スナッチ

150.0 宮路 由久 鹿児島 (株) 渕脇殖産

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 176.0 新谷 義人 石 川 金沢学院大学(職)

2014/05/23 第74回全日本選手権大会
2000/09/17 第27回オリンピック競技大会
2000/05/03 第32回アジア選手権大会
2008/04/05 第68回全日本選手権大会

トータル

325.0 宮路 由久 鹿児島 (株) 渕脇殖産

2000/05/03 第32回アジア選手権大会

スナッチ

152.5 宮路 由久 鹿児島 全国警備保障㈱

2002/10/28 第57回国民体育大会(成年男子)

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 186.0 新谷 義人 石 川 金沢学院大学(職)

2007/05/26 第67回全日本選手権大会

トータル

329.0 新谷 義人 石 川 金沢学院大学(職)

2009/11/24 第77回世界選手権大会

スナッチ

156.0 吉岡 祐司 埼 玉 自衛隊体育学校

2009/07/04 第69回全日本選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 197.0 山本 俊樹 東 京 ALSOK

2015/11/23 第52回全日本社会人選手権大会

トータル

350.0 鈴木 和美 埼 玉 自衛隊体育学校

2000/10/17 第55回国民体育大会(成年男子)

スナッチ

160.0 吉岡 祐司 埼 玉 自衛隊体育学校

2010/10/04 第65回国民体育大会(成年男子)

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 196.0 平岡 勇輝 静 岡 (財)静岡市体育協会

2012/04/28 第43回アジア選手権大会

トータル

353.0 平岡 勇輝 静 岡 (財)静岡市体育協会

2012/04/28 第43回アジア選手権大会

スナッチ

175.0 吉本 久也 沖 縄 法政大学

1999/11/28 第70回世界選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 215.0 吉本 久也 沖 縄 法政大学

1999/11/28 第70回世界選手権大会

トータル

390.0 吉本 久也 沖 縄 法政大学

1999/11/28 第70回世界選手権大会

スナッチ

188.0 太田 和臣 福 岡 九州国際大学(職)

2014/05/25 第74回全日本選手権大会

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 227.0 太田 和臣 福 岡 九州国際大学(職)

2015/06/14 第75回全日本選手権大会

トータル

412.0 太田 和臣 福 岡 九州国際大学(職)

2014/05/25 第74回全日本選手権大会

【男子】

ジュニア日本公認最高記録
2016.4.30

階級

種目
スナッチ

記録

氏名

支部

所属

年月日

大会名

106.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

2010/06/19 第64回全九州高等学校競技大会

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 123.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

2010/08/08 第57回全国高等学校選手権大会

トータル

223.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

2010/08/08 第57回全国高等学校選手権大会

スナッチ

111.0 中川 大樹 山 梨 立命館大学

2007/11/09 第53回全日本大学対抗選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 145.0 山田 政晴 群 馬 日本体育大学

2000/12/07 第46回全日本大学対抗選手権大会

トータル

255.0 山田 政晴 群 馬 日本体育大学

2000/12/07 第46回全日本大学対抗選手権大会

スナッチ

122.0 糸数 陽一 沖 縄 日本大学

2011/12/24 第57回全日本大学対抗選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 158.0 上地 克彦 沖 縄 日本大学

2005/09/17 第33回東日本大学対抗選手権大会

トータル

275.0 糸数 陽一 沖 縄 日本大学

2011/09/09 第35回東日本学生個人選手権大会

スナッチ

140.0 近内 三孝 福 島 日本大学

2016/03/11 第36回全日本ジュニア選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 171.0 生頼 永人 兵 庫 早稲田大学

2015/07/04 第43回東日本大学対抗選手権大会

トータル

306.0 宮本 昌典 兵 庫 東京国際大学

2016/03/11 第36回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

140.0 山本 俊樹 兵 庫 日本体育大学

2011/10/09 第66回国民体育大会(成年男子)

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 169.0 山本 俊樹 兵 庫 日本体育大学

2011/07/31 第66回国民体育大会近畿ブロック大会

トータル

304.0 山本 俊樹 兵 庫 日本体育大学

2011/10/09 第66回国民体育大会(成年男子)

スナッチ

145.0 高橋 竜太 福 岡 九州国際大学

2005/11/20 第51回全日本大学対抗選手権大会

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 177.5 平岡 勇輝 静 岡 明治大学

2002/04/27 第48回全日本学生個人選手権大会

トータル

315.0 平岡 勇輝 静 岡 明治大学

2002/04/27 第48回全日本学生個人選手権大会

スナッチ

148.0 河原 祐輔 石 川 金沢学院大学

2009/07/04 第69回全日本選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 186.0 白石 宏明 福 岡 九州国際大学

2009/09/29 第64回国民体育大会(成年男子)

トータル

327.5 小笠原伸吾 山 梨 法政大学

2004/06/20 第１回全日本学生選抜大会

スナッチ

165.0 田中 太郎 岡 山 九州国際大学

2014/11/30 第60回全日本大学対抗選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 200.0 多田 佳弘 香 川 日本大学

2014/09/15 第38回東日本学生個人選手権大会

トータル

355.0 田中 太郎 岡 山 九州国際大学

2014/11/30 第60回全日本大学対抗選手権大会

スナッチ

174.0 知念 光亮 沖 縄 沖縄国際大学

2016/04/30 第46回アジア選手権大会

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 212.0 知念 光亮 沖 縄 沖縄国際大学
トータル

382.0 知念 光亮 沖 縄 沖縄国際大学

2015/07/05 第54回西日本学生選手権大会
2015/07/05 第54回西日本学生選手権大会

【男子】

大学公認最高記録
2016.05.07

階級

種目
スナッチ

記録

氏名

支部

所属

116.0 清水 洋平 山 梨 中央大学

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 150.0 山田 政晴 群 馬 日本体育大学

年月日

大会名

2007/09/30 第62回国民体育大会(成年男子)
2001/05/20 第３回東アジア競技大会

トータル

260.0 山田 政晴 群 馬 日本体育大学

2001/05/20 第３回東アジア競技大会

スナッチ

131.0 糸数 陽一 沖 縄 日本大学

2013/04/20 第10回全日本学生選抜大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 166.0 糸数 陽一 沖 縄 日本大学

2012/08/18

平成24年度国民体育大会第32回九州ブロック大会
平成24年度国民体育大会第32回九州ブロック大会

トータル

294.0 糸数 陽一 沖 縄 日本大学

2012/08/18

スナッチ

140.0 近内 三孝 福 島 日本大学

2016/03/11 第36回全日本ジュニア選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 173.0 生頼 永人 兵 庫 早稲田大学

2016/05/07 第62回全日本学生個人選手権大会

トータル

309.0 笠井 武広 山 梨 中央大学

2015/06/12 第75回全日本選手権大会

スナッチ

146.0 木曽川 章 山 梨 法政大学

2000/09/09 第28回東日本大学対抗選手権大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 176.0 山本 俊樹 兵 庫 日本体育大学

2013/07/10 第27回ユニバーシアード競技大会

トータル

318.0 山本 俊樹 兵 庫 日本体育大学

2013/07/10 第27回ユニバーシアード競技大会

スナッチ

148.0 高橋 竜太 福 岡 九州国際大学

2006/10/08 第61回国民体育大会（成年男子）

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 187.5 鈴木 和美 沖 縄 明治大学

1998/12/11 第13回アジア競技大会

トータル

330.0 鈴木 和美 沖 縄 明治大学

1998/12/11 第13回アジア競技大会

スナッチ

153.0 赤松 哲郎 大 分 法政大学

2015/12/19 第61回全日本大学対抗選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 190.0 川畑 源大 京 都 金沢学院大学

2006/10/08 第61回国民体育大会（成年男子）

トータル

341.0 川畑 源大 京 都 金沢学院大学

2006/10/08 第61回国民体育大会（成年男子）

スナッチ

168.0 持田龍之輔 山 梨 日本大学

2015/04/19 第12回全日本学生選抜選手権大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 212.0 持田龍之輔 山 梨 日本大学

2015/04/19 第12回全日本学生選抜選手権大会

トータル

380.0 持田龍之輔 山 梨 日本大学

2015/04/19 第12回全日本学生選抜選手権大会

スナッチ

175.0 太田 和臣 福 岡 九州国際大学

2008/05/01 第39回アジア選手権大会

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 216.0 持田龍之輔 山 梨 日本大学
トータル

386.0 持田龍之輔 山 梨 日本大学

2015/12/20 第61回全日本大学対抗選手権大会
2015/12/20 第61回全日本大学対抗選手権大会

【男子】

高校公認最高記録
2016.03.13

階級

種目
スナッチ

記録

氏名

支部

所属

年月日

大会名

106.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

2010/06/19 第64回全九州高等学校競技大会

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 123.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

2010/08/08 第57回全国高等学校選手権大会

トータル

223.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

2010/08/08 第57回全国高等学校選手権大会

スナッチ

107.0 玉寄 公博 沖 縄 南部工業高校

2010/10/02 第65回国民体育大会(少年男子)

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 139.0 糸数 陽一 沖 縄 豊見城高校

2010/03/06 第30回全日本ジュニア選手権大会

トータル

244.0 糸数 陽一 沖 縄 豊見城高校

2009/11/20 第77回世界選手権大会

スナッチ

121.0 宮本 昌典 沖 縄 沖縄工業高校

2014/05/23 第74回全日本選手権大会

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 148.0 糸数 陽一 沖 縄 豊見城高校

2010/01/17 第18回全九州高等学校選抜大会

トータル

264.0 宮本 昌典 沖 縄 沖縄工業高校

2014/05/23 第74回全日本選手権大会

スナッチ

128.0 宮本 昌典 沖 縄 沖縄工業高校

2015/01/17 第23回全九州高等学校選抜大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 161.0 宮本 昌典 沖 縄 沖縄工業高校

2015/03/13 第35回全日本ジュニア選手権大会

トータル

286.0 宮本 昌典 沖 縄 沖縄工業高校

2015/03/13 第35回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

132.0 山本 俊樹 兵 庫 三木東高校

2010/01/24 第14回近畿高校選抜大会

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 165.0 原

勇輝 徳 島 徳島科学技術高校

2016/01/17 第16回四国選抜大会

勇輝 徳 島 徳島科学技術高校

2015/06/21 第26回四国高等学校競技大会

トータル

291.0 原

スナッチ

137.0 田中 太郎 岡 山 水島工業高校

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 167.5 平岡 勇輝 静 岡 清水工業高校

2011/10/09 第66回国民体育大会(少年男子)
2001/03/18 第21回全日本ジュニア選手権大会

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

スナッチ

139.0 屋良 一郎 沖 縄 南部工業高校

2014/03/15 第34回全日本ジュニア選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 178.0 持田龍之輔 山 梨 吉田高校

2011/10/10 第66回国民体育大会(少年男子)

トータル

313.0 持田龍之輔 山 梨 吉田高校

2011/08/26 第19回日・韓・中ジュニア交流競技会

スナッチ

145.0 丸本 大翔 岡 山 水島工業高校

2016/01/24 第18回中国高等学校選抜大会

105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 185.0 丸本 大翔 岡 山 水島工業高校

2016/03/13 第36回全日本ジュニア選手権大会

トータル

327.0 丸本 大翔 岡 山 水島工業高校

2016/01/24 第18回中国高等学校選抜大会

スナッチ

165.0 知念 光亮 沖 縄 豊見城高校

2014/03/16 第34回全日本ジュニア選手権大会

+105Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 201.0 村上英士朗 富 山 滑川高校
トータル

365.0 知念 光亮 沖 縄 豊見城高校

2014/03/16 第34回全日本ジュニア選手権大会
2014/03/16 第34回全日本ジュニア選手権大会

【男子】

中学公認最高記録
2016.03.13

階級

種目
スナッチ

50Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

記録

氏名

支部

所属

年月日

大会名

82 山口 優人 愛 媛 川東中学校

2016/03/11 第36回全日本ジュニア選手権大会

97 貴島 優人 愛 媛 川東中学校

2016/01/17 第16回四国選抜大会

トータル

177 山口 優人 愛 媛 川東中学校

2016/03/11 第36回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

90 宮本 昌典 沖 縄 松城中学校

2012/03/09 第32回全日本ジュニア選手権大会

114 宮本 昌典 沖 縄 松城中学校

2012/03/09 第32回全日本ジュニア選手権大会

トータル

204 宮本 昌典 沖 縄 松城中学校

2012/03/09 第32回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

101 白草 翔太 大 阪 河原城中学校

2010/03/06 第30回全日本ジュニア選手権大会

123 白草 翔太 大 阪 河原城中学校

2009/12/19 第11回アジアユース選手権大会

221 白草 翔太 大 阪 河原城中学校

2010/03/06 第30回全日本ジュニア選手権大会

56Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

62Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ
トータル
スナッチ

93 知念 勇樹 大 坂 関西大学第一中学校

2014/03/14 第34回全日本ジュニア選手権大会

120 知念 勇樹 大 坂 関西大学第一中学校

2014/03/14 第34回全日本ジュニア選手権大会

トータル

213 知念 勇樹 大 坂 関西大学第一中学校

2014/03/14 第34回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

100 柳川 友章 愛 知 旭中学校

2013/08/22 第27回全国中学生選手権大会

120 柳川 友章 愛 知 旭中学校

2013/08/22 第27回全国中学生選手権大会

トータル

220 柳川 友章 愛 知 旭中学校

2013/08/22 第27回全国中学生選手権大会

スナッチ

108 屋良 一郎 沖 縄 伊良波中学校

2011/03/05 第31回全日本ジュニア選手権大会

125 屋良 一郎 沖 縄 伊良波中学校

2011/03/05 第31回全日本ジュニア選手権大会

233 屋良 一郎 沖 縄 伊良波中学校

2011/03/05 第31回全日本ジュニア選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

77Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

85Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ
トータル
スナッチ

96

standard

119

standard

トータル

215

standard

スナッチ

116 横山太偉雅 三 重 大木中学校

2015/03/15 第35回全日本ジュニア選手権大会

155 横山太偉雅 三 重 大木中学校

2015/03/15 第35回全日本ジュニア選手権大会

271 横山太偉雅 三 重 大木中学校

2015/03/15 第35回全日本ジュニア選手権大会

94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

+94Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ
トータル

【女子】

日本公認最高記録
2016.04.30

階級

種目
スナッチ

記録

氏名

支部

87.0 三宅 宏実 埼 玉

所属
いちごグループホールディングス(株)

48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 三宅 宏実 埼 玉 法政大学

年月日

大会名

2012/07/30 第30回オリンピック競技大会
2005/10/30 第４回東アジア競技大会

トータル

197.0 三宅 宏実 埼 玉

いちごグループホールディングス(株)

2012/07/30 第30回オリンピック競技大会

スナッチ

90.0 三宅 宏実 埼 玉

いちごグループホールディングス(株)

2011/06/24 第25回全日本女子選手権大会

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 117.0 三宅 宏実 埼 玉

いちごグループホールディングス(株)

2011/06/24 第25回全日本女子選手権大会

トータル

207.0 三宅 宏実 埼 玉

いちごグループホールディングス(株)

2011/06/24 第25回全日本女子選手権大会

スナッチ

93.0 安藤美希子 千 葉

いちごグループホールディングス(株)

2015/06/13 第29回全日本女子選手権大会

58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 124.0 安藤美希子 千 葉

いちごグループホールディングス(株)

2015/06/13 第29回全日本女子選手権大会

いちごグループホールディングス(株)

2015/06/13 第29回全日本女子選手権大会

トータル
スナッチ

217.0 安藤美希子 千 葉

94.0 橋田 麻由 石 川 金沢学院大学(職)

63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 119.0 吉田 朱音 兵 庫 金沢学院大学(職)
トータル
スナッチ

211.0 橋田 麻由 石 川 金沢学院大学(職)
97.0 谷

綾野 埼 玉 自衛隊体育学校

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 122.0 齋藤 里香 石 川 金沢学院東高校(教)
トータル

218.0 谷

綾野 埼 玉 自衛隊体育学校

スナッチ

106.0 今鉾 一恵 埼 玉 自衛隊体育学校

75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 126.0 今鉾 一恵 埼 玉 自衛隊体育学校

2009/11/25 第20回世界女子選手権大会
2016/04/27 第27回アジア女子選手権大会
2009/07/04 第23回全日本女子選手権大会
2010/11/17 第16回アジア競技大会
2008/08/13 第29回オリンピック競技大会
2010/11/17 第16回アジア競技大会
2011/06/26 第25回全日本女子選手権大会
2006/10/05 第18回世界女子選手権大会

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

スナッチ

115.0 嶋本 麻美 石 川 金沢学院大学(職)

2011/06/26 第25回全日本女子選手権大会

+75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 148.0 城内 史子 石 川 金沢学院東高校(職)
トータル

260.0 嶋本 麻美 石 川 金沢学院大学(職)

2010/09/24 第21回世界女子選手権大会
2011/11/13 第22回世界女子選手権大会

【女子】

ジュニア日本公認最高記録
2016.01.01

階級

種目
スナッチ

記録

氏名

支部

所属

年月日

大会名

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

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

トータル
スナッチ

191.0 三宅 宏実 埼 玉 法政大学
86.0 八木 かなえ 兵 庫 金沢学院大学

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 112.0 八木 かなえ 兵 庫 金沢学院大学
トータル

197.0 八木 かなえ 兵 庫 金沢学院大学

スナッチ

89.0 安藤美希子 埼 玉 平成国際大学

58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 120.0 安藤美希子 埼 玉 平成国際大学

2005/10/30 第４回東アジア競技大会
2012/04/13 第26回全日本女子選手権大会
2012/12/07 第13回全日本大学対抗女子選手権大会
2012/12/07 第13回全日本大学対抗女子選手権大会
2012/11/07 第３回世界大学選手権大会
2012/04/14 第26回全日本女子選手権大会

トータル

208.0 安藤美希子 埼 玉 平成国際大学

スナッチ

91.0 吉田 朱音 兵 庫 金沢学院大学

2014/10/04 第４回全国都道府県対抗女子選手権大会

63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 116.0 安藤美希子 埼 玉 平成国際大学

2012/12/08 第13回全日本大学対抗女子選手権大会

トータル
スナッチ

204.0 吉田 朱音 兵 庫 金沢学院大学
94.0 神谷

2012/04/14 第26回全日本女子選手権大会

2014/10/04 第４回全国都道府県対抗女子選手権大会

歩 沖 縄 金沢学院大学

2012/07/14 第12回西日本学生女子選手権大会

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

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

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

75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 118.0 藤田真奈美 埼 玉 自衛隊体育学校

2011/11/20 第３回全日本女子選抜選手権大会

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

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

+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

トータル

232.0 嶋本 麻美 和歌山 金沢学院大学

2007/09/26 第19回世界女子選手権大会

【女子】

大学公認最高記録
2016.04.30

階級

種目
スナッチ

記録

氏名

支部

所属

年月日

大会名

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

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

トータル
スナッチ

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

88.0 具志堅美沙希 沖 縄 金沢学院大学

2011/12/24 第12回全日本大学対抗女子選手権大会

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 112.0 八木 かなえ 兵 庫 金沢学院大学

2012/12/07 第13回全日本大学対抗女子選手権大会

トータル

197.0 八木 かなえ 兵 庫 金沢学院大学

スナッチ

91.0 安藤美希子 埼 玉 平成国際大学

58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 123.0 安藤美希子 埼 玉 平成国際大学
トータル

212.0 安藤美希子 埼 玉 平成国際大学

スナッチ

93.0 松本 潮霞 千 葉 早稲田大学

63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 119.0 吉田 朱音 兵 庫 金沢学院大学(職)
トータル
スナッチ

207.0 吉田 朱音 兵 庫 金沢学院大学(職)
94.0 神谷

歩 沖 縄 金沢学院大学

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 119.0 尾崎 都加 京 都 関西大学

2011/12/24 第12回全日本大学対抗女子選手権大会
2013/04/21 第10回全日本学生選抜大会
2014/11/29 第15回全日本大学対抗女子選手権大会
2014/09/22 第17回アジア競技大会
2013/11/30 第14回全日本大学対抗女子選手権大会
2016/04/27 第27回アジア女子選手権大会
2016/04/27 第27回アジア女子選手権大会
2012/07/14 第12回西日本学生女子選手権大会
2013/12/01 第14回全日本大学対抗女子選手権大会

トータル

211.0 橋田 麻由 京 都 金沢学院大学

2008/11/30 第９回全日本大学対抗女子選手権大会

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

75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 125.0 今鉾 一恵 埼 玉 日本体育大学

2004/04/10 第17回アジア女子選手権大会

トータル

222.5 今鉾 一恵 埼 玉 日本体育大学

2004/04/10 第17回アジア女子選手権大会

スナッチ

110.0 嶋本 麻美 和歌山 金沢学院大学

2009/12/26 第10回全日本大学対抗女子選手権大会

+75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 144.0 嶋本 麻美 和歌山 金沢学院大学
トータル

253.0 嶋本 麻美 和歌山 金沢学院大学

2009/12/11 第５回東アジア競技大会
2009/12/11 第５回東アジア競技大会

【女子】

高校公認最高記録
2016.03.13

階級

種目
スナッチ

48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ
トータル
スナッチ

記録

氏名

支部

所属

スナッチ

大会名

79.0 水落 穂南 埼 玉 埼玉栄高校

2011/03/06 第31回全日本ジュニア選手権大会

95.0 水落 穂南 埼 玉 埼玉栄高校

2010/06/14 第16回世界ジュニア女子選手権大会

173.0 水落 穂南 埼 玉 埼玉栄高校
83.0 八木 かなえ 兵 庫 須磨友が丘高校

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 106.0 八木 かなえ 兵 庫 須磨友が丘高校
トータル

年月日

186.0 八木 かなえ 兵 庫 須磨友が丘高校

2011/03/06 第31回全日本ジュニア選手権大会
2011/03/06 第31回全日本ジュニア選手権大会
2011/01/15 第15回近畿高等学校選抜大会
2011/03/06 第31回全日本ジュニア選手権大会

82.0 見附 絵莉 兵 庫 三木東高校

2011/03/06 第31回全日本ジュニア選手権大会

58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 106.0 安藤美希子 埼 玉 埼玉栄高校

2010/03/06 第30回全日本ジュニア選手権大会

トータル

186.0 安藤美希子 埼 玉 埼玉栄高校

スナッチ

87.0 石井 未来 三 重 亀山高校

63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 109.0 石井 未来 三 重 亀山高校

2010/03/06 第30回全日本ジュニア選手権大会
2015/07/20 第17回全国高等学校女子選手権大会
2016/03/12 第36回全日本ジュニア選手権大会

トータル

192.0 石井 未来 三 重 亀山高校

2016/03/12 第36回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

88.0 柏木 麻希 京 都 鳥羽高校

2015/03/15 第35回全日本ジュニア選手権大会

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 110.0 齋藤 里香 京 都 加悦谷高校
トータル
スナッチ

196.0 柏木 麻希 京 都 鳥羽高校
90.0 仲村 理奈 沖 縄 豊見城高校

75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 112.5 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
2015/03/15 第35回全日本ジュニア選手権大会
2009/03/08 第29回全日本ジュニア選手権大会
2002/01/17 第６回近畿高等学校選抜大会

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

スナッチ

96.0 金城絵里香 沖 縄 豊見城高校

2011/11/20 第３回全日本女子選抜選手権大会

+75Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ 125.0 金城絵里香 沖 縄 豊見城高校

2012/03/11 第32回全日本ジュニア選手権大会

トータル

219.0 金城絵里香 沖 縄 豊見城高校

2012/03/11 第32回全日本ジュニア選手権大会

【女子】

中学公認最高記録
2016.03.13

階級

種目
スナッチ

44Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ
トータル
スナッチ
48Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

記録

氏名

支部

所属

50 武藤理恵瑠 京 都 橋立中学校
61

standard

110

standard

年月日

大会名

2015/10/01 第70回国民体育大会女子イベント競技会

53 中里 梨花 滋 賀 湖西中学校

2014/10/17

72 中里 梨花 滋 賀 湖西中学校

2015/03/13 第35回全日本ジュニア選手権大会

長崎がんばらんば国体記念全国中学生選抜大会

トータル

124 中里 梨花 滋 賀 湖西中学校

2014/10/17

長崎がんばらんば国体記念全国中学生選抜大会

スナッチ

65 具志堅莉奈 沖 縄 玉城中学校

2014/10/17

長崎がんばらんば国体記念全国中学生選抜大会

80 橋本

菫 大 阪 蹉跎中学校

2016/03/12 第36回全日本ジュニア選手権大会

139 橋本

菫 大 阪 蹉跎中学校

2016/03/12 第36回全日本ジュニア選手権大会

53Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ
トータル
スナッチ

73 柏木 麻希 京 都 西宇治中学校

2012/03/10 第32回全日本ジュニア選手権大会

85 柏木 麻希 京 都 西宇治中学校

2012/03/10 第32回全日本ジュニア選手権大会

トータル

158 柏木 麻希 京 都 西宇治中学校

2012/03/10 第32回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

64 石井 未来 三 重 平田野中学校

2013/03/09 第33回全日本ジュニア選手権大会

83 石井 未来 三 重 平田野中学校

2013/03/09 第33回全日本ジュニア選手権大会

トータル

147 石井 未来 三 重 平田野中学校

2013/03/09 第33回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

69 中島 一馨 石 川 緑丘中学校

2015/10/01 第70回国民体育大会女子イベント競技会

86 中島 一馨 石 川 緑丘中学校

2016/03/13 第36回全日本ジュニア選手権大会

トータル

154 中島 一馨 石 川 緑丘中学校

2016/03/13 第36回全日本ジュニア選手権大会

スナッチ

68 嶋本 美愛 和歌山 明和中学校

2010/08/20 第９回全国女子中学生選手権大会

88 嶋本 美愛 和歌山 明和中学校

2010/08/20 第９回全国女子中学生選手権大会

156 嶋本 美愛 和歌山 明和中学校

2010/08/20 第９回全国女子中学生選手権大会

58Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

63Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ

+69Kg級 C&ｼﾞｬｰｸ
トータル

