
15kg級 竹下　伊織 OBENO 近藤　玲弥 近藤道場 大山　怜未 北九州
16kg級 三島　伊織 北九州 全　叶太 北九州 大石　恭雅 ベスポ
20kg級 中田　咲莉 TEAM☆SATSUMA 松尾　綾乃 鹿島 中田　現月 宇城アロー
22kg級 農坂　橙麻 北九州 田丸　暖怜 椎田 三島　蒼汰 北九州
17kg級 福原　岬輝 徳山 大内田　航一 近藤道場
18kg級 上瀧　悠聖 鹿島 江口　怜寿 三井 武田　龍空 くしま
19kg級 長友　玲雄 フェニックス 松原　正宗 鳥栖 福田　るま 北九州
20kg級 清水　大雅 鹿島 山下　晃虎 北九州 吉村　悠希 OBENO
23kg級 山縣　仁竜 OBENO 森　斗亜 北九州 徳永　睦季 鹿児島
24kg級 末次　健人 鹿島 松岡　拓海 徳山 岩本　空也 椎田
28kg級 髙村　衛司 鳥栖 藤井　陽 OBENO 塩見　泰生 椎田
20kg級 鈴木　菜花 くしま 黒木　涼太 フェニックス 大石　廉汰 ベスポ
22kg級 川崎　綜友 くしま 西尾　紗羽 東広島 近藤　瑞姫 近藤道場
23kg級 濵﨑　大智 OMURA 西尾　羽珠 東広島 伊藤　辰福 ファイブ☆スター

24kg級 友清　里依咲 ３RINGS 前原　大晟 都城 佐藤　千歳 北九州
25kg級 山崎　心士朗 徳山 中田　琉愛 TEAM☆SATSUMA 住吉　良太 徳山
27kg級 東　和花 鹿児島 安渡　梨央 徳山 高松　美徳 徳山
29kg級 柴田　さくらこ ファイブ☆スター 平田　大海 くしま 田島　愛梨 北九州
31kg級 農坂　昇靖 北九州 辻　 晴也 北九州 松尾　駿冴 鹿島
33kg級 藤瀬　瑠唯 鹿島 井上　怜 鳥栖 塩見　泰生 椎田
50kg級 末次　郁斗 鹿島 植木　菜月 ベスポ
23kg級 吉田 天洸 南島原 齋藤 陽葵 大畠
26kg級 宮﨑　隼翔 鹿島 福原　光哉 徳山 織田　龍牙 椎田

27kg級 恒久　月花 ３RINGS 松岡　栄翔 徳山 山崎　玄稀 徳山
28kg級 濵崎　康太郎 OMURA 大塚　智紀 宮崎イースト 根間　歩夢 上熊本
30kg級 本田　隆喜 タイガーキッズ 川崎　堅心 くしま 坂口　惣真 大村ジュニア
32kg級 宇土　奏美 鹿島 伊内　湊音 徳山 村山　翔太郎 大村ジュニア
34kg級 永石　潤成 鹿島 中村　一絆 鳥栖 森田　雄大 鹿児島
36kg級 前原　大輝 都城 農坂　大和 北九州 友清　湊斗 ３RINGS
40kg級 井原　福侍朗 フェニックス 兼重　光希 ファイブ☆スター 田中　凛香 鹿児島
45kg級 生嶋　虎太郎 北九州 宮村　一輝 北九州 上妻　莉碧 宇城アロー

＋50kg級 藤瀬　夏唯 鹿島 田中　初樹 北九州 宮田　翔真 鹿児島
28kg級 前原　亜梨沙 大畠 入江　俐心 北九州 鹿間　心馨 椎田

30kg級 黒木　美咲 フェニックス 吉田　結衣 鳥栖 森田　歩 齋藤道場
32kg級 豊原　優花 ベスポ 湯朝　みちる 北九州 宮田　葵 鹿児島
35kg級 山下　世羽 北九州 小濱　昊晴 大畠 福山　明都 鹿児島
30kg級 中元　心哉 大畠 大田　逢生 椎田 大塚　晄 椎田
33kg級 小川　大和 南島原 宮原　拓海 ファイブ☆スター 湯浅　堅斗 ファイブ☆スター

35kg級A 怡土　悠馬 鳥栖 岩尾　有馬 佐伯 久保田　道大 綾川
35kg級B 白濱　敦之 椎田 小城　尽ノ輔 宮崎イースト 竹原　輝 上熊本
37kg級 福冨　将大 OMURA 大串　一世 すくも 安渡　友貴 徳山
39kg級 原田　明日 すくも 伊内　愛董 徳山 牟田　蓮寿 北九州
42kg級A 松原　拓郎 鳥栖 前田　太晟 鳥栖 松尾　環那 鹿島
42kg級B 中島　拓摩 鳥栖 住吉　智成 徳山 吉田　樹央 鳥栖
45kg級 西田　砥和 南島原 久保　颯士朗 東長崎 藤本　大輝 北九州
48kg級 井上　寛太郎 タイガーキッズ 久保園　琉生 鹿児島 井上　寛太郎 タイガーキッズ
50kg級 吉田　悠耶 OMURA 白川　大虎 鹿島 井原　虎太郎 フェニックス
55kg級 内田　竜成 宇城アロー 苑田　瑛太郎 南島原 河野　功多朗 宮崎イースト
60kg級 小野　こなみ 加茂B&G 東　征輝 東長崎 織田　継承 椎田
27kg級 齊藤　虹心 大畠 辻　 夢真 北九州 入江　友惟 北九州
39kg級 橋本　瑚仔 徳山 山下　陽子 フェニックス 山縣　心 齋藤道場
45kg級 小柴　ゆり 鳥栖 佐藤　千愛 大畠 湯田　和祭 南島原
50kg級 平田　琴音 ３RINGS 内田　かりん 上熊本
37kg級 山口　璃玖 北九州 濵崎　櫂 OMURA
42kg級 前原　晟人 徳山 安渡　翔 徳山 江口　昂志 徳山
47kg級 柴山　日向 北九州 河野　隆真 宇城アロー 松野　航汰 東長崎
49kg級 白川　剣斗 鹿島 尾西　桜 鳥栖 石原　弘太朗 タイガーキッズ
51kg級 湯朝　寛太 北九州 長岡　幹太 ファイブ☆スター 大田　響己 椎田
54kg級 柴山　鷹成 北九州 宮原　健史郎 ファイブ☆スター 田篭　陽向 三井
57kg級 甫木　元起 鳥栖 木山　樹 タイガーキッズ 辻　 輝喜 北九州
60kg級 菊田　創 水戸市レスリングクラブ 石原　弘幸 タイガーキッズ 松尾　直哉 北九州
65kg級 藤澤　汰陽 北九州 大畑　建斗 東広島 井上　輪太郎 タイガーキッズ
70kg級 掛川　零恩 徳山 濵川　龍太 北九州 平田　健人 くしま
＋78kg級 水谷　大翔 くしま 迫田　優輝 宇城アロー
45kg級 光谷　真都 ファイブ☆スター 水谷　こころ くしま
52kg級 柴田　あおい ファイブ☆スター 山田　李織 椎田 高松　奈都美 徳山
54kg級 東　佐和 鹿児島 山下　桜花 大畠 師岡　桃子 北九州

第3位

幼年　年少・年中の部

小学3・4年男子の部

小学3・4年の女子の部

幼年　年長の部

小学1・2年の部

第1位 第2位

小学5・6年男子の部

小学5・6年女子の部

中学生男子の部

中学生女子の部
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優秀選手賞 上瀧　悠聖 鹿島
柴田　さくらこ ファイブ☆スター

濵崎　康太郎 OMURA
山下　世羽 北九州
福冨　将大 OMURA

小柴　ゆり 鳥栖
菊田　創 水戸市レスリングクラブ

柴田　あおい ファイブ☆スター

最優秀選手賞

最多フォール賞　全員３回 　松原　拓郎　（鳥栖）　　永石　潤成　（鹿島）　中村　一絆　（鳥栖）

団体戦

ベストレフリー賞 田中　舞　（北九州レスリング）

小学5.6年男子の部
小学5･6年女子の部
中学生男子の部
中学生女子の部

幼年の部
小学1・2年の部
小学3・4年男子の部
小学3･4年女子の部

3位 鹿島レスリングクラブ　58点

最短フォール賞 　　　　　　 　白川　剣斗　鳥栖（5秒）

1位 北九州レスリングクラブ　65点
2位 鳥栖レスリングクラブ　　60点
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