
16 kg級 藤原　芽生 多度津 山中　友喜 高松

18 kg級 片岡　千怜 高知 吉市　勘二 高知 松原　圭亮 加茂

20 kg級 坂本 英作 極東 渡部　恋音 倉吉 吾郷　綺咲 加茂

17 kg級 大串　一央 すくも 谷口　花歩 ファイブスター

19 kg級 丹地　泰雅 くらしき 松村　侑毘 倉吉 竹村　萌 すくも 三原　元希 八幡浜

21 kg級 小野　創佑 多度津 橋本　呼花 ファイブスター 石井　悠翔 綾川 藤原　陽葵 多度津

23 kg級 柴田　さくらこ ファイブスター 平原　音翔 宇和島 松下　雄星 ジョイフル

+23 kg級 高橋　奏翔 加茂 片松　幸誠 高松

18 kg級 石橋　　 壇 加茂 川本　あかり 今治

20 kg級 坂本 真作 極東 上村　珠々 高知 石橋　　 晨 加茂 和田 的矢 倉敷

22 kg級 吾郷　煌介 加茂 本多　祐貴 加茂 勝部　亜朱万 松江 富田　伊央莉 松江

24 kg級 下田　結月 高知 松原　壮亮 加茂 阿達　日煌 松山 松村　徠希 倉吉

26 kg級 橋本　葵 リアン 伊内　湊音 徳山 玉井　郷臣 大畠 福田　力 東広島

28 kg級 市原　工裕 高松 藤原　大輔 高知 金子　大希 松山 平原　彩花音 宇和島

30 kg級 紫和　純平 善通寺 兼重　光希 ファイブスター 大亀　祐太郎 松山

32 kg級 渡部　斗海 倉吉 山口　凌次郎 くらしき 近藤　禮翔 松山 越智　健太 東広島

+32 kg級 小林　賢弥 松山 高橋　夢翔 加茂

女子24 kg級 武本　奏 宇和島 齊藤　虹心 大畠

男子24 kg級 岡林 恭士朗 極東 中元　心哉 大畠 谷口　達哉 ファイブスター 山根　光稀 広島

男子26 kg級 濱田　ななの 高知 石本 龍聖 極東 川本　善太郎 今治 中村　渉希 松山

男子28 kg級 山下　祈願 すくも 安渡　友貴 徳山 宮原　拓海 ファイブスター 竹元　紫凛 広島

男子30 kg級 下田　瑛太 高知 義田　健真 広島 美藤　喜亮 今治 西川　流央 善通寺

女子33 kg級 井勢　悠和礼 倉吉 山下　万奈実 高松 伊藤　優希 松山 浅野　杏奈 くらしき

男子33 kg級 黒田　亜武瑠 加茂 西山 悠 極東 大串　一世 すくも 白石　朝陽 松山

男子36 kg級 小玉 龍舞 極東 原田　明香 すくも 伊与田　航希 すくも 小林　篤弥 松山

男子39 kg級 小野　こなみ 加茂 竹本　芽生 笠岡 白井　太陽 善通寺 三木　大雅 八幡浜

男子42 kg級 前原　豪太 広島 東原　悠真 高松 是澤　礼央 宇和島 浜村　武蔵 宇和島

男子45 kg級 笹岡 大晃 極東 瀧口　頼人 松山 馬場　榛貴 ジョイフル

男子+45 kg級 片松　龍誠 高松 相原　大河 松山 亀割　総一郎 高松

26 kg級 安達　諒大 松江 山下　更紗 すくも

男子28 kg級 窪田　孔明 善通寺 掛水　すみか 松山 白井　暖乃 善通寺

30 kg級 濱田　銀大 高知

男子32 kg級 徳原 誠馬 極東 山下　千紗登 高松 守屋　耕平 多度津 村田　悠燿斗 チャレンジ

男子34 kg級 勝部　滉貴 松江 富田　兆 松江 山中　建人 大畠 髙松　奈都美 徳山

男子36 kg級 西内　悠人 高知 安渡　翔 徳山 角屋　公輔 徳山 吉元　要 チャレンジ

女子39 kg級 坂根　海琉子 松江 柴田　あおい ファイブスター 吉岡　渚 チャレンジ 澤谷　ゆな くにびき

男子39 kg級 前島　颯人 リアン 茂井 亜翔 極東 上村　律心 高知 山下　桜花 大畠

男子42 kg級 山下　叶夢 高松 平井　翔太 宇和島 金子　涼真 東広島 長野　佑利 今治

男子45 kg級 中村　玲偉 徳山 斉藤　慧尚 斉藤 伊藤　貴也 綾川 和田 壮太 極東

男子48 kg級 高橋　侑臣 高知 曽我部　凜大郎 今治 浅野　心 笠岡 山田　竜士 東広島

男子51 kg級 太田　健志朗 くにびき 伊藤　達哉 すくも 中磯　静香 高松

男子54 kg級 掛川　零恩 徳山

男子+57 kg級 大津　陽生 広島

第1位 高知レスリングクラブ 松山市長杯 曽我部京太郎

第2位 極東ジュニアレスリングクラブ 教育長賞 清岡幸大郎

第3位 加茂Ｂ＆Ｇレスリングクラブ

第18回中国・四国少年少女レスリング選手権大会
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