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学年 階級

22ｋｇ級 岡田　渉睦 HAKOBEE

24ｋｇ級 内藤　陽心 ＩＮＡＧＡＷＡ 吉岡　薫 網野町 橋本　健 ＩＮＡＧＡＷＡ 西川　颯 同志社

26ｋｇ級 波多野　球真 京都東山 石川　晴基 OBENO 藤原　慎司 ＩＮＡＧＡＷＡ 小走　瞬太 斑鳩

28ｋｇ級 大畑　慶悟 同志社 洞口　大楽 ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 和泉　耀太郎 寝屋川市 杉山　大真 OBENO

30ｋｇ級 萩野　大希 INABE 藤部　大翔 高槻市 江谷　福人 栗東 小林　拓巳 松江

33ｋｇ級 中村　葵志 エンジョイ 早水　類依 四日市 安藤　輝 大阪竹中 塩冶　蒼依 四日市

36ｋｇ級 安藤　賢悟 吹田 笠本　大地 刈谷 安田　健人 吹田 片桐　大誠 ＩＮＡＧＡＷＡ

39ｋｇ級 西　生登 和北 谷口　諒 生駒市

26ｋｇ級 牛窓　尊天 NEXUS 中溝　案理 刈谷 村上　嵩輔 松山 前宮　庵児 日野

28ｋｇ級 寳嶋　勲嗣 NEXUS 片山　聡太 吹田 木下　源二 同志社 平安名　笑汰 至学館

30ｋｇ級 太田　恵人 ﾚｯｽﾙｳｨﾝ 岸田　謙三 ＩＫＵＥＩ 梅川　禅嗣 至学館 野坂　勇人 えんま

33ｋｇ級 水澤　宏太 ＦＦＣ 水田　倫太郎 ﾚｯｽﾙｳｨﾝ 當間　嗣洋 NEXUS 三浦　純汰 網野町

36ｋｇ級 山本　朔大 東伊豆 近野　隆弥 NEXUS 菊田　悠仁 志賀町 杉林　盤 吹田

39ｋｇ級 橋本　昂弥 焼津 山縣　仁竜 OBENO 水澗　夕紅 志賀町 三好　勇杜 堺

42ｋｇ級 堀本　瑛心 ロータス 尾花　稔介 髙田道場

46ｋｇ級 早瀬　楼馬 ＩＮＡＧＡＷＡ 久保添　勇介 京都海洋 北岡　勇人 日野 大島　脩次郎 舞鶴

50ｋｇ級 森　海翔 四日市 竹内　一翔 堺 窪田　錬人 えんま

26ｋｇ級 塩冶　陽真 四日市

28ｋｇ級 津崎　瑛音 吹田 堂田　迅 舞鶴 神田　崚平 神戸高塚 福地　克友 和北

30ｋｇ級 伊藤　青桔 ﾚｯｽﾙｳｨﾝ 森　智輝 ＦＦＣ 安武　新太 OBENO 宮田　一毅 東広島

33ｋｇ級 廣里　瑚朱 新宮 中山　悠吏 新宮 岩崎　航大 ＩＮＡＧＡＷＡ 清水　千晃 焼津

36ｋｇ級 髙橋　侑宇 イラン 土下　隼知 舞鶴 坂元　杏 鹿屋中央 山原　悠 吹田

39ｋｇ級 佐藤　侑 栗東 木村　海翔 志賀町 鍋坂　芯 高松 池田　彬人 舞鶴

42ｋｇ級 那須　錬 和北 井上　瑛太 日野 鹿室　凌生 神戸高塚 島田　眞人 エンジョイ

46ｋｇ級 西川　晄生 堺

50ｋｇ級 齊藤　宗大 和北 谷　翔太 ＩＮＡＧＡＷＡ 肥後　周也 吹田

55ｋｇ級

60ｋｇ級 坂野　蒼空 茨木市 金野　斗真 生駒市

30ｋｇ級 日方　雄一郎 和北 宮本　卓馬 ＩＮＡＧＡＷＡ

33ｋｇ級 古澤　健 茨木市 古澤　陸 茨木市 楠本　龍星 吹田 平山　勢汰郎 INABE

36ｋｇ級 柴﨑　祢軌 イラン 藤本　朔夜 京都八幡 八橋　優真 一宮 杉山　鉄真 OBENO

39ｋｇ級 ガレダギ　愛千 イラン 松實　大地 新宮 天木　昴瑠 常滑市 森野　瑠偉 栗東

42ｋｇ級 宮本　参歩 新宮 高田　遥斗 神戸高塚 本村　泰侍 OBENO

46ｋｇ級 長谷川   蓮 四日市 大山　塁児 髙田道場 佐野　叶和 新宮 榎峠　雄太 ロータス

50ｋｇ級 吉成　大門 NEXUS 長谷川　秀馬 栗東 水原　朝 ＦＦＣ 橋本　蒼介 ＩＮＡＧＡＷＡ

55ｋｇ級 片松　幸誠 高松 乙武　資貴 高松 辻　太智 栗東 尾方　勇志 パンクラス

60ｋｇ級 萩野　貴大 INABE 庵野　桜暉 堺 杉原　碩 ＩＮＡＧＡＷＡ 岡田　翔 ＩＮＡＧＡＷＡ

65ｋｇ級 吉田　将悠 一志 阿部　佑亮 NEXUS

70ｋｇ級 杉本　剣四郎 ロータス

+70ｋｇ級 林　絆斗 網野町

6年生の部

5年生の部

4年生の部

3年生の部

押立杯　第41回吹田市民少年少女レスリング選手権大会入賞者一覧

１位

出場者無し

２位 ３位 ３位



学年 階級
22ｋｇ級 土下　佳小里 舞鶴
24ｋｇ級 西田　晴歩 同志社 清水　胡桃 刈谷
26ｋｇ級 清水　心葉 焼津 上原　志和 ＩＮＡＧＡＷＡ 松山　紗悠 京都八幡
28ｋｇ級 ガレダギ　亜凛 イラン 坂元　桃 鹿屋中央
30ｋｇ級 中田　咲莉 SATSUMA 安見　はづき 京都八幡 品川　いち 新宮
33ｋｇ級 福江　葵 ＩＮＡＧＡＷＡ 佐藤　楓 一宮 柴山　風優香 高槻市
36ｋｇ級 竹山　未琴 エンジョイ 連石　鈴葉 吹田 明尾　希奈 網野町
+36ｋｇ級 野口　姫 鹿屋中央 杉原　寧々 ＩＮＡＧＡＷＡ 山中　美月 日野
24ｋｇ級 嶋田　初季 網野町 内田　帆乃 一宮 細谷　朱里 高松
26ｋｇ級
28ｋｇ級 楠本　彩里紗 吹田
30ｋｇ級 郡　紗良 ＩＮＡＧＡＷＡ 平山　栞那 INABE 池田　果穂 焼津
33ｋｇ級 藤本　陽華 ＩＫＵＥＩ 福田　和奏 東広島 阿達　青空 松山 平良　茉子 栗東
36ｋｇ級 相原　碧緯 松山
40ｋｇ級 町田　紀杏 ＦＦＣ 武田　玲菜 常滑市 市山　彩空 パンクラス
30ｋｇ級 波多野　愛鈴 京都東山 大門　明日香 志賀町 小島　明紗 吹田
33ｋｇ級 松下　奈々 和北 小山　実久 ＩＮＡＧＡＷＡ 永谷　恋彩 志賀町 山口　陽愛 寝屋川市
36ｋｇ級 酒井　心和 和北 西尾　紗羽 東広島
40ｋｇ級 平田　萌々美 吹田 眞鍋　果歩 吹田 井上　紗希 至学館 平光　由果 至学館
44ｋｇ級 田中　彩心 和北 土井池　望和 吹田
48ｋｇ級 岸上　蓮奈 栗東 川村　美咲希 パンクラス
28ｋｇ級 岩橋　心菜 和北
30ｋｇ級 伊東　詩心 茨木市
33ｋｇ級 波多野　海鈴 京都東山
36ｋｇ級 矢野　朱莉 ＦＦＣ 谷口　花歩 FIVE 松山　瑠花 京都八幡 中溝　光莉 刈谷
40ｋｇ級 友清　里依咲 ３RINGS 丹羽　冴月 吹田 西尾　羽珠 東広島 竝川　珠璃 同志社
45ｋｇ級 柴田　さくらこ FIVE 堤　芽衣子 ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 笠本　芽咲 刈谷 秋山　恵南 焼津
49ｋｇ級 入江　楓 ＩＫＵＥＩ 中田　琉愛 SATSUMA 篠原　つくし 寝屋川市
53ｋｇ級 辻　潤奈 ＩＮＡＧＡＷＡ 祖父江　瑠香 至学館 棚田　陽葵 茨木市
58ｋｇ級
+58ｋｇ級 伊藤　新菜 至学館 飯田　奏 NEXUS

最優秀選手賞 優秀選手賞

古澤　健 茨木市 松下　奈々 和北

出場者無し

出場者無し

１位

6年女子の部

5年女子の部

4年女子の部

3年女子の部

２位 ３位 ３位


