
順位

階級

１・２年生の部 きたじま　そうる よしだ　ななみ えざか　もな あかぎ　れお

21kg級 北島　魂 吉田　七名海 江坂　萌那 赤木　烈王
四日市ジュニアレスリングクラブ 一志ジュニアレスリング教室 刈谷レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室

１・２年生の部 やすみ　しな つじた　ようさく いちかわ はると いとう　ゆうと

23kg級 八隅　士和 辻田　陽咲 市川 悠人 伊藤　優隼

ロータス世田谷 吹田市民レスリング教室 フィギュアフォークラブ 吹田市民レスリング教室

１・２年生の部 まつもと　ゆい よしだ　ちさと もり　ひゅうが みずさきしゅんすけ

25kg級 松本　結衣 吉田　千沙都 森　日我 水崎 竣介

吹田市民レスリング教室 一志ジュニアレスリング教室 猪名川レスリングクラブ 焼津ジュニアレスリングスクール

１・２年生の部 みうら　しゅうや おおしも　ひかる しらさき　かずや くろだ　あむる

27kg級 三浦 修矢 大霜　光 白崎　主也 黒田　亜武瑠
タイガーキッズレスリングクラブ 斑鳩レスリングクラブ 金沢ジュニアレスリングクラブ 加茂Ｂ＆Ｇレスリングクラブ

１・２年生の部 まつばら　たくろう のむら　そら おの　こなみ くろだ　けいご

30kg級 松原　拓郎 野村 蒼空 小野　こなみ 黒田　啓悟

鹿島レスリングクラブ キングスジュニアレスリングクラブ 加茂Ｂ＆Ｇレスリングクラブ 吹田市民レスリング教室

１・２年生の部 いしだ　しどう もとはら　りさ かめはら　ゆうせい はせがわ　やまと

35kg級 石田 獅童 本原　理紗 亀原　悠生 長谷川　大和
タイガーキッズレスリングクラブ 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 マイスポーツハウス 高槻市レスリング連盟

１・２年生の部 いしだ　ゆうき たきざわ ゆうじん まつもと　そうた おおさか　たける

+35ｋｇ級 石田 悠稀 瀧澤 勇仁 松本　颯太 大坂　尊琉
タイガーキッズレスリングクラブ フィギュアフォークラブ 四條畷レスリングクラブ ＦＵＫＵＩえんまＣＬＵＢ

３・４年生の部 はまだ　ぎんた さとなか　ひゅうが みずたに　けいご はまもと　ゆうき

25kg級 濱田　銀大 里中 飛雅 水谷　圭吾 濱本　勇希

高知レスリングクラブ 羽島市レスリング連盟 エンジョイレスリングクラブ 堺初芝レスリングクラブ

３・４年生の部 にしうち　ゆうと おおた　けいしゅう いとう  くおん おにし　さくら

27kg級 西内　悠人 太田　啓嵩 伊藤  久遠 尾西　桜

高知レスリングクラブ 広島レスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ 鳥栖レスリングクラブ

３・４年生の部 あきやまやまと かわい　あいき かみむら　りっしん ふじた　かんすけ

29kg級 秋山 大和 川合　相希 上村　律心 藤田　貫佑
焼津ジュニアレスリングスクール 吹田市民レスリング教室 高知レスリングクラブ 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団

３・４年生の部 いしはら　ひろゆき おくい  しゅんせい なかしま　しゅんすけ やました　かのん

31kg級 石原 弘幸 奥井  峻晴 中島　駿介 山下　叶夢
タイガーキッズレスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ 日進レスリング倶楽部 高松レスリングクラブ

３・４年生の部 まえじま　はやと しまぶくろ　きりる おおはた　しゅうと せりざわ　けいし

33kg級 前島　颯人 島袋　希理瑠 大畑　秀斗 芹沢　敬士

リアンレスリングクラブ レッスルウイン 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 吹田市民レスリング教室

３・４年生の部 もとはら　はるく いとが　ひなた みやざき　ふうた ありま　たける

36kg級 本原　晴来 糸賀　陽向 宮崎　楓大 有馬　毅留
東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 ＧＯＬＤ　ＫＩＤ’Ｓ 志賀町ジュニアレスリング教室 Ｔ．Ｋ．Ｄキッズレスリング

３・４年生の部 なたみ　けんしょう たかはし　ゆうじん いしざか　ようすけ やなぎはら　たくみ

40kg級 屶網　剣勝 高橋　侑臣 石坂　陽典 柳原 拓巳

エンジョイレスリングクラブ 高知レスリングクラブ 羽島市レスリング連盟 タイガーキッズレスリングクラブ

３・４年生の部 たかつか　こうき はまべ　さとき

45kg級 高塚　恒輝 濵邉　悟希

新宮ジュニアレスリングクラブ 北九州レスリングクラブ

３・４年生の部 なかにし　こうよう あかさか　かずや

50kg級 中西 広耀 赤坂　和哉
タイガーキッズレスリングクラブ 志賀町ジュニアレスリング教室

平成26年　第28回　関西少年少女レスリング選手権大会（2014年10月12日開催）

参加数　６４チーム（４６５ 名） 於：吹田市立北千里体育館

52

成績表（団体） 1位 2位 3位

チーム名 四日市ジュニアレスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 タイガーキッズレスリングクラブ

得点 77 54

成績表(個人）

1位 2位 3位 3位
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順位

階級

５・６年生の部 むかいだ あきと きたじま　あると あずま　げんや あきやまたける

29kg級 向田　旭登 北島　歩人 東　原野 秋山 丈翔
四日市ジュニアレスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 焼津ジュニアレスリングスクール

５・６年生の部 さくらい　はなの やまぎわ  こうへい　 そねしょうご なかにし　みゆ

31kg級 櫻井　はなの 山際  航平 曽根 将吾 中西　美結

高知レスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ 焼津ジュニアレスリングスクール 一志ジュニアレスリング教室

５・６年生の部 いとう　うみ たかはし　こうた まつうら　ちかよし みずさき　こうたろう

33kg級 伊藤　海 高橋 海大 松浦　央義 水崎 康太郎

網野町少年レスリング教室 焼津ジュニアレスリングスクール 網野町少年レスリング教室 焼津ジュニアレスリングスクール

５・６年生の部 おの　まさのすけ やち　けんと いちはら　しょう ゆみや　けんと

36kg級 小野　正之助 谷内　謙斗 市原　匠 弓矢　健人

加茂Ｂ＆Ｇレスリングクラブ 志賀町ジュニアレスリング教室 高松レスリングクラブ いなべレスリングクラブ

５・６年生の部 ふじい　かいじ おにし　たいが たかはた　ゆうや はまもと　あゆみ

39kg級 藤井　海志 尾西　大河 高畠　佑弥 浜本　歩

刈谷レスリングクラブ 鳥栖レスリングクラブ Ｂｏｎｄｓ 寝屋川市青少年レスリング連盟

５・６年生の部 おがわ  りゅうせい なかまる　しんたろう わたなべ　たいせい ささはら　しゅうさく

42kg級 小川  琉生 中丸　真太朗 渡部　泰世 笹原　脩作
四日市ジュニアレスリングクラブ マイスポーツハウス 今治少年レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室

５・６年生の部 ふじさわ　はじめ いけばた　しゅり ながいし　りょうた ふじはら　かむい

45kg級 藤澤　創 池端　珠理 永石　亮太 藤原　神伝

網野町少年レスリング教室 和歌山東ジュニアレスリングクラブ ＧＯＬＤ　ＫＩＤ’Ｓ 一宮レスリングクラブ

５・６年生の部 にしだ　えいと やまだ　たかと まつばら　せいしろう かわむら　ゆきのしん

50kg級 西田　衛人 山田　鷹大 松原　正志郎 河村　幸乃進

エンジョイレスリングクラブ いなべレスリングクラブ 鹿島レスリングクラブ 猪名川レスリングクラブ

５・６年生の部 おおた　たくみ なたみ　るか ながぬま　かずひろ

55kg級 太田  匠海 屶網　瑠夏 永沼　和大
四日市ジュニアレスリングクラブ エンジョイレスリングクラブ 北九州レスリングクラブ

５・６年生の部 やまもと　 こうき

60kg級 山本　晃基

敦賀少年レスリングクラブ

５・６年生の部 はまもと　しもん おおしも　あゆむ たかす　きゅうご みうら　さとし

+60ｋｇ級 濱本　心聞 大霜　歩 高巢　究悟 三浦　哲史

エンジョイレスリングクラブ 斑鳩レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 網野町少年レスリング教室

3・4年生女子の部 つじた　はるね ゆみや　さき かわむら ももか こんどう　ふうか

軽量級 辻田　晴音 弓矢　紗希 川村　百花 近藤　楓香

吹田市民レスリング教室 いなべレスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ 刈谷レスリングクラブ

3・4年生女子の部 いながき  のどか ほんだ　かりな うしろ　みずき はらだ　なぎさ

中量級 稲垣    和 本多  香里菜 後　瑞季 原田　渚
四日市ジュニアレスリングクラブ フィギュアフォークラブ 猪名川レスリングクラブ 猪名川レスリングクラブ

3・4年生女子の部

軽重量級

3・4年生女子の部 もりかわ　はるな いけはた　なな かめだ　まなみ きたで　ももこ

重量級 森川　晴凪 池畑　菜々 亀田　愛実 北出　桃子

一志ジュニアレスリング教室 猪名川レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 リベラルキッズレスリングクラブ

3・4年生女子の部 せの　ともか はせがわ　ひめか あさの　はな たかす　ななは

超重量級 瀬野　智香 長谷川　姫花 浅野　羽菜 高巢　菜々葉

高松レスリングクラブ 高槻市レスリング連盟 刈谷レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室

５・６年生女子の部 きよおか　もえ いとう  みわ おおた　まよ えざか　せな

軽量級 清岡　もえ 伊藤  未羽 太田 真蓉 江坂　紗那

高知レスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ キングスジュニアレスリングクラブ 刈谷レスリングクラブ

５・６年生女子の部 なかむら　なるみ ふじた　いちか かわかみ　さな おかだ　あみ

軽中量級 中村　成実 藤田　一花 川上　紗奈 岡田　愛生

高岡ジュニアレスリングクラブ 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 高知レスリングクラブ 志賀町ジュニアレスリング教室

５・６年生女子の部 どい　あんり にい　ゆうり おお　のまこ はまさき　らん

中量級 土井　杏莉 仁井　優利 大野 真子 浜崎 蘭

吹田市民レスリング教室 吹田市民レスリング教室 タイガーキッズレスリングクラブ 鹿児島レスリングクラブ

５・６年生女子の部

中重量級

５・６年生女子の部 ゆるぎ　れんか こなだ　まあ まきよし　かなん まつい　はるか

重量級 万木　蓮花 小灘　真愛 牧吉　夏南 松井　遥

敦賀少年レスリングクラブ 松江レスリングクラブ 刈谷レスリングクラブ 北九州レスリングクラブ

５・６年生女子の部 やまもと　のどか てらもと  りん

超重量級 山本　和佳 寺本  　鈴

一志ジュニアレスリング教室 四日市ジュニアレスリングクラブ

1位 2位 3位 3位

成績表(個人）
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