
26kg級 里　中　飛　雅 羽島レスリング 土　井　仁　太 KanClub 永　井　陸　斗 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ 小　島　来　輝 野田クラブ

28kg級 坂　本　　　輪 ＡＡＣＣ 濱　田　銀　大 コウチクラブ 柴　山　日　向 北九州クラブ 大　関　勁　心 天王キッズ

30kg級 坂　田　颯　真 ドン・キホーテ 小　岩　皆　人 小玉ジュニア 伊　藤　　　快 日進レス 片　岡　大　河 パラエストラ

33kg級 ガレダギ　敬　一 ＩＷＣ 仁　木　武　流 龍レス 藤　田　貫　佑 東広島 大背戸　逞　斗 ドン・キホーテ

36kg級 荻　野　大　河 PHOENIX 甫　木　元　起 鹿島レスリング 高　橋　柊　生 MATSUDO 山　口　叶　太 鳥羽ジュニア

39kg級 安　藤　慎　悟 吹田市民教室 浅　野　稜　悟 逗子キッズ 黒　鳥　高　斗 新潟ジュニア 古　市　一　翔 野田クラブ

42kg級 大　畑　秀　斗 東広島 井　上　輪太郎 タイガーキッズ 堀　池　建　太 ドン・キホーテ 鈴　木　理一朗 ＫＢ

45kg級 菅　野　煌　大 ドン・キホーテ 高　林　心　温 滑川ジュニア 葛　西　　　希 さくら少年レス 有　馬　毅　留 TKDキッズ

＋45kg級 金　澤　空　大 青森クラブ 仲　底　航　汰 てだこジュニア 直　江　重　虎 サンダーキッズ 赤　坂　和　哉 志賀ジュニア

28kg級 藤　田　想　士 焼津ジュニア 相　川　燿　佑 南島原 牧　野　朔　也 中津川ジュニア 勝　目　大　翔 横須賀ジュニア

30kg級 徳　原　誠　馬 極東 伊　藤　久　遠 四日市ジュニア 日　向　優　斗 MATSUDO 菊　地　優　太 ＡＡＣＣ 

32kg級 伊　藤　洋　行 杉田道場 小　川　大　輝 トワダクラブ 高　野　航　成 パラエストラ 松　村　祥太郎 吹田市民教室

34kg級 平　岡　大　河 逗子キッズ 木　村　太　智 パラエストラ 秋　山　大　和 焼津ジュニア 中　村　太　紀 四日市ジュニア

36kg級 中　野　連　志 イナベクラブ 弘　埜　将　伍 バイソンズ 根　本　士　恩 バイソンズ 山　下　凌　弥 BRAVE

39kg級 本　原　晴　来 東広島 吉　田　汰　洋 一志 羽　根　琉之介 吹田市民教室 石　原　弘　幸 タイガーキッズ

42kg級 宮　崎　楓　大 志賀ジュニア 島　袋　希理瑠 レッスルウィン 木　山　　　樹 タイガーキッズ 神　谷　龍之介 イナベクラブ

45kg級 飯　塚　康　太 NODAIJr. 浅　野　　　心 笠岡クラブ 屶　網　剣　勝 エンジョイ 伊　藤　大　輝 ＡＡＣＣ 

48kg級 高　塚　恒　輝 新宮ジュニア 長谷川　虎次郎 サンダーキッズ 森　川　海　斗 NUMAZU

51kg級 金　子　晴　翔 霞ヶ浦アンジュ 菊　地　一　瑳 髙田道場 高　橋　　　黎 邑楽ジュニア 福　島　東　雲 BRAVE

＋51kg級 土　肥　大　空 ＫＢ 小　幡　一　皓 六機キッズ 矢　作　元　貴 ＫＢ

＋＋51kg級 植　木　優　斗 さくら少年レス 星　　　拓　海 山中道場 岡　田　勇　気 FUKUI えんま 岡　部　龍　空 善通寺レス

30kg級 青　木　秀　生 吹田市民教室 葛　城　壱　星 ワカヤマ 圓　山　泰　生 マイスポーツ 伊豆本　一　輝 刈谷クラブ

32kg級 秋　山　丈　翔 焼津ジュニア 池　田　拓　人 舞鶴レスリング 青　山　宗　史 一宮レスリング 吉　村　　　皐 Fモンスターズ

34kg級 向　田　旭　登 四日市ジュニア 黒　田　佳吏夫 カモレスリング 井　上　甲　太 髙田道場 五　味　虹　登 山梨ジュニア

36kg級 冨　山　悠　真 T-KIDS 請　川　胡大良 ワカヤマ 白　崎　誠　也 志賀ジュニア 尾　形　光　駿 刈谷クラブ

Red 39kg級 小　野　正之助 カモレスリング 金　澤　立　空 青森クラブ 青　栁　耀　斗 髙田道場 満　永　大　翔 刈谷クラブ

Blue 39kg級 鳥　目　裕　太 カモレスリング 松　岡　虹　誠 大垣レスリング 茂　井　蓮　八 極東 山　下　修　誠 すくもクラブ

42kg級 弓　矢　健　人 イナベクラブ 尾　西　大　河 鳥栖レス 佐　藤　大　夢 フクイクラブ 高　橋　海　大 焼津ジュニア

45kg級 荻　野　海　志 PHOENIX 井　上　葉　月 極東 大　村　幸　誠 FRG山梨 三　井　正　信 高岡ジュニア

48kg級 工　藤　大　知 一志 五十嵐　　　開 田島チビレス 大　畑　建　斗 東広島 米　田　祐太郎 ジョイフル

51kg級 小　澤　楽　翔 山梨ジュニア 笹　原　脩　作 吹田市民教室 倉　田　康　生 松﨑Jr. 大　南　星　也 FUKUI えんま

54kg級 吉　田　アラシ 市川コシティ 五十嵐　文　彌 髙田道場 辻　山　優　樹 ＡＡＣＣ 今　野　駿　輔 杉田道場

＋54kg級 小宮山　碧　波 ホクトレス 遠　藤　勇　馬 レッスルウィン 山　縣　　　力 斉藤道場 稲　葉　大　輝 髙田道場

＋＋54kg級 北　脇　　　香 東海ジュニア 八木澤　侃　永 さくら少年レス 島　袋　健　裕 カデナクラブ 望　月　紀　希 Fモンスターズ

＋＋＋54kg級 風　間　陽　人 野田クラブ 風　戸　涼　冴 ハナサキJr. 松　田　光　希 市川コシティ

26kg級 大　井　寿　々 ＦＦＣ 高　木　　　玲 ＡＡＣＣ 髙　杉　友　佳 タカノウクラブ 村　山　左　都 練馬谷原くらぶ

28kg級 川　村　百　花 四日市ジュニア 澤　木　心　愛 FireBoy 田　中　　　優 逗子キッズ 岡　田　夢　生 志賀ジュニア

30kg級 坂　根　海琉子 Matsue 奥　山　奄　良 PUREBRED 鈴　木　彩　音 杉田道場 苑　田　千　歳 フクイクラブ

33kg級 尾　西　　　桜 鳥栖レス ビャンバスレン　ハリウン 一志 東　　　佐　和 北九州クラブ 田　中　璃　月 ＫＢ

36kg級 小　原　春　佳 オータキッズ 坂　井　　　桜 羽島レスリング 川　﨑　菜々紗 京都海洋 伊　藤　彩　乃 フェニックスＣ

＋36kg級 北　出　桃　子 リベラルキッズ 竹　中　花　音 敦賀クラブ 藤　本　夏　妃 羽島レスリング 星　野　レ　イ ＡＡＣＣ 

28kg級 眞　柄　美　和 四日市ジュニア 弓　矢　紗　希 イナベクラブ 辻　田　晴　音 吹田市民教室 近　藤　楓　香 刈谷クラブ

30kg級 本　多　香里菜 ＦＦＣ 丸　橋　　　杏 ＦＦＣ 安　田　あくる フェニックスＣ 佐々木　す　ず オビヒロクラブ

33kg級 稲　垣　　　和 四日市ジュニア 柴　原　歩　美 ＦＦＣ 青　山　笑　実 トコナメ 佐々木　里　菜 GSW

36kg級 山　下　叶　夢 高松クラブ 浅　野　稔　理 逗子キッズ 丸　　　未永海 Jr.wcs 切　原　　　林 TKDキッズ

40kg級 森　川　晴　凪 一志 浅　倉　巧　留 パラエストラ 瀬　野　智　香 高松クラブ 伊　藤　　　渚 イナベクラブ

＋40kg級 茂　呂　綾　乃 ＡＡＣＣ 高　巣　菜々葉 吹田市民教室 松　山　　　楓 バイソンズ 中　村　　　旭 新潟栄和

33kg級 徳　永　珠　帆 刈谷クラブ 太　田　真　蓉 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ 江　坂　紗　那 刈谷クラブ 品　川　あずき 新宮ジュニア

36kg級 坂　本　由　宇 ＡＡＣＣ 加　藤　千　莉 フクイクラブ 谷　内　志恵里 志賀ジュニア 安　渡　桃　子 徳山チビッ子

40kg級 藤　波　朱　理 イナベクラブ 鈴　木　未　結 東海ジュニア 藤　田　一　花 東広島 藤　山　いろは SAPPORO

45kg級 浅　井　紅　吏 ゼントータル 山　口　夏　月 和光クラブ 相　原　志　織 修善寺キッド 野　﨑　咲　良 四日市ジュニア

＋45kg級 万　木　蓮　花 敦賀クラブ 藤　倉　優　花 邑楽ジュニア 山　内　奏　美 逗子キッズ 菅　野　藍　衣 ドン・キホーテ
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