
第13回全国少年少女選抜レスリング選手権大会結果

男子４年 26 松　井　　　稜 桑名レスリング 小　川　翔　太 吹田市民教室 出　口　大　雅 いなべクラブ 橋　本　魅　大 GSW

男子４年 28 西　元　大　賀 山中道場 福　田　雄　太 日立市クラブ 山　田　真太朗 今治クラブ 吉　川　貴　紘 ほくしかん

男子４年 30 阿　部　敏　弥 水戸市少年団 鶴　田　大　貴 タイガーキッズ 板　垣　　　蒼 松戸ジュニア 東　本　拓　真 吹田市民教室

男子４年 33 志　賀　晃次郎 エンジョイ 湯　原　諒　真 刈谷チビッコ 植　村　五輪人 トバジュニア 逆　井　琉　偉 小玉ジュニア

男子４年 36 乙　黒　拓　斗 ゴールドキッズ 岩　崎　大　樹 エンジョイ 松　尾　洸　希 一宮レスリング 東　條　篤　志 エンジョイ

男子４年 39 野　崎　槙　也 松戸ジュニア 山　根　大　地 ウツノミヤクラ 八　木　海　里 髙田道場 掛　川　修　平 小玉ジュニア

男子４年 42 梅　林　太　朗 小玉ジュニア 加　藤　雅　巳 館林ジュニア 古　川　颯　来 スポーツ会館

男子４年 45 前　田　明　都 フクイクラブ 杉　山　元　隆 東海ジュニア

男子４年 +45 打　江　泰　介 マイスポーツ 今　村　達　哉 吹田市民教室 外　山　宏　太 龍レス

男子５年 28 吉　田　裕　貴 小玉ジュニア 森　澤　佑　太 四日市ジュニア 北　村　峻　基 清水ド

男子５年 30 土　井　健　生 吹田市民教室 岩　澤　　　侃 八戸クラブ 比　嘉　達　啓 カデナクラブ 小　島　彩　暉 大間々クラブ

男子５年 32 織　部　　　翔 ゴールドキッズ 吉　村　拓　海 PUREBRED大宮 菊　池　寛　汰 刈谷チビッコ 斉　藤　浩　司 太田倶楽部

男子５年 34 沼　崎　和　弥 ゴールドキッズ 早　山　竜太郎 エンジョイ 上　野　千　紘 八戸クラブ 尾　形　　　颯 松戸ジュニア

男子５年 36 成　國　大　志 ゴールドキッズ 赤　荻　蘭　丸 米沢クラブ 宮　内　滉　平 BEAT FUN-K 杉　山　晃　平 沼津クラブ

男子５年 39 斎　藤　雅　敏 日立市クラブ 松　雪　泰　成 刈谷チビッコ 飯　田　　　亘 長泉ＦＡ 上　野　裕次郎 マイスポーツ

男子５年 42 吉　田　アミン 松戸ジュニア 丸　山　正太郎 ゼントータル 安　藤　武　尊 ゼントータル 井　上　祥　仁 山中道場

男子５年 45 横　張　太　一 霞ヶ浦アンジュ 井　川　佑　哉 FIRE BOYS

男子５年 48 上　野　穂　高 だっぺクラブ 石　黒　俊　士 ゴールドキッズ 磯　川　利　音 やんばる 小　林　聖　弥 トバジュニア

男子５年 51 脇　田　俊　之 ネヤガワレス 山　﨑　弥十朗 PUREBRED大宮 川　村　洋　史 沼津クラブ 飯　村　友　基 水戸市少年団

男子５年 54 深　谷　允　哉 刈谷チビッコ 佐々木　真　信 日立市クラブ 打　江　駿一郎 マイスポーツ 磯　部　　　巧 中津ジュニア

男子５年 +54 藤　井　達　哉 タカダシガ 本　多　晃　人 パレイストラ

男子６年 30 齋　藤　僚　太 松戸ジュニア 池　田　勇　樹 刈谷チビッコ 髙　橋　和　希 沼津クラブ 福　里　　　光 OJ

男子６年 32 桑　田　夏陽亜 ゴールドキッズ 伴　野　　　翼 清水ド 高　島　　　肇 金沢ジュニア

男子６年 34 土　性　　　蓮 一志ジュニア 長谷川　裕　真 佐久レス教室 関　野　魁　童 千代田ジュニア 仲　山　幸　大 刈谷チビッコ

男子６年 36 長谷川　敏　裕 ゴールドキッズ 清　水　洸　希 金沢ジュニア 島　袋　慶　生 カデナクラブ 福　田　東　記 日立市クラブ

男子６年 39 藤　波　勇　飛 いなべクラブ 大　橋　武　士 鶴見クラブ 米　澤　　　圭 AACC 鈴　木　唯　斗 沼津学園Ｊｒ

男子６年 42 伊　藤　　　駿 吹田市民教室 瀬　野　春　貴 刈谷チビッコ 利根川　大　貴 佐久レス教室 篠　原　一　希 小玉ジュニア

男子６年 45 澤　　　太　朗 吹田市民教室 井　筒　　　諒 新宮ジュニア 越　田　強　太 高岡ジュニア 吉　田　真　聖 フクイクラブ

男子６年 48 斎　藤　隼　佑 みぶチビレス 和　智　康　造 ウエノハラ 酒　井　良　樹 スポーツ会館 萩　本　　　龍 千代田ジュニア

男子６年 51 奥　田　海　人 東海ジュニア 櫻　井　大　輝 千代田ジュニア 山　本　泰　輝 沼津クラブ 住　永　侑　太 BEAT FUN-K

男子６年 54 木　村　優　太 千代田ジュニア 澤　　　光　広 松戸ジュニア

男子６年 57 高　山　悠　馬 BEAT FUN-K 喜　多　亮　介 金沢ジュニア 勅使川原　延　明 パレイストラ

男子６年 +57 坂　田　龍　星 山中道場 山　﨑　　　翔 東洋大倶楽部 長　久　倫　也 髙田道場 山　西　　　鯨 今治クラブ

女子４年 26 鈴　木　小　鼓 横浜デビルズ 高　田　さのえ 青森クラブ 東　川　加　奈 ウツノミヤクラ 豊　田　　　瑛 和光少年クラブ

女子４年 28 佐　藤　雛　子 小諸キッズ 稲　垣　妙　香 四日市ジュニア 山　田　那留亜 札幌ちびレス 木　井　さくら 倉吉クラブ

女子４年 30 澤　　　葉菜子 吹田市民教室 大　塚　亜　美 ウツノミヤクラ 増　山　汐　音 千代田ジュニア

女子４年 33 上　野　智　子 ゴールドキッズ 伊　藤　由布里 四日市ジュニア 堀　　　千　咲 東洋大倶楽部 水　口　瑠　子 長泉ＦＡ

女子４年 36 早　野　李　那 タクシンジュク 藤　田　有季子 大子ジュニア

女子４年 +36 奥　野　春　菜 一志ジュニア 坂　梨　弥　生 一宮レスリング 荒　井　香　帆 和光少年クラブ 粟　田　　　渚 木口道場

女子５年 28 太　田　理　奈 八戸Kids 川　村　き　こ 大子ジュニア 小　坂　泉　生 マイスポーツ 田　口　あ　い マイスポーツ

女子５年 30 横　川　和　奏 ゴールドキッズ 朝比奈　千　嘉 野田クラブ 山　下　千　穂 ゴールドキッズ 富　川　ナナコ スポーツ会館

女子５年 33 加賀田　葵　夏 ゴールドキッズ 浅　倉　栞　南 ゴールドキッズ 川　井　友香子 金沢ジュニア 根　本　美　優 ウツノミヤクラ

女子５年 36 谷　山　菜　緒 エンジョイ 関　下　由　希 八戸Kids 伊　澤　星　花 ウツノミヤクラ 菊　池　果　古 大子ジュニア

女子５年 40 向　田　真　優 四日市ジュニア 西　　　真　代 フクイクラブ 澤　田　千　優 BEAT FUN-K 大　出　若　奈 千代田ジュニア

女子５年 +40 岡　村　　　優 だっぺクラブ 鈴　木　芽　衣 太田倶楽部 舘　野　美　乃 木口道場

女子６年 30 坂　本　美奈実 大間々クラブ

女子６年 33 五十嵐　未　帆 関宿クラブ

女子６年 36 横　川　　　楓 ゴールドキッズ 豊　田　麻　琴 和光少年クラブ 渡　辺　ゆうき ほくしかん 吉　田　　　彩 札幌ちびレス

女子６年 40 三　浦　美　優 沼津クラブ 髙　橋　海寿々 ゴールドキッズ 小　林　奏　音 佐久レス教室 河　名　真寿美 東広島ジュニア

女子６年 45 木　澤　早　織 ゴールドキッズ 木　村　遥　陽 青森クラブ 岩　﨑　理　栄 和光少年クラブ 大　溝　聖　奈 FIRE BOYS

女子６年 +45 伊　藤　百　花 飯田川スポ少 森　山　祥　世 和光少年クラブ 源　平　彩　南 坂口道場 今　村　南　穂 太田倶楽部

階級 優　勝 準優勝 第三位


