
第 25 回神奈川県少年少女レスリング選手権大会

階級名 優勝選手名 優勝所属名 準優勝選手名 準優勝所属名 三位A選手名 三位A所属名 三位B選手名 三位B所属名

幼児の部16kg級 内田龍汰 勝村道場 岩崎蓮乃 秋本道場JungleJunction

幼児の部17kg級 矢野数志 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 勝村虎ノ介 勝村道場 濱野岳 逗子キッズレスリングクラブ

幼児の部18kg級 奥田夏生 逗子キッズレスリングクラブ

幼児の部19kg級 松本一真 ロデオスタイル

幼児の部20kg級 佐藤莉桜 東海ジュニアレスリングクラブ 加原賢人 逗子キッズレスリングクラブ 小寺梛 勝村道場

幼児の部21kg級 田中琉之介 逗子キッズレスリングクラブ 平田剛士 逗子キッズレスリングクラブ 安藤由桜 東海ジュニアレスリングクラブ

幼児の部22～24kg級 吉田楓舞 FIREBOYS 岡健太郎 小方道場レスリングクラブ CaelisMattingly SEAHAWKS

小学生1・2年の部19kg級 及川美優 東海ジュニアレスリングクラブ

小学生1・2年の部20kg級 竹中馨都 AACC 堂本祐 髙田道場 田邊波 磯工ベアーズレスリングクラブ

小学生1・2年の部21kg級 小川瑚心 SELF高津レスリングチーム 森山幹太 横須賀ジュニアレスリングクラブ 星野舷太 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 中島天羅 横須賀ジュニアレスリングクラブ

小学生1・2年の部22kg級BLUE 児玉龍斗 東海ジュニアレスリングクラブ 番家一路 東海ジュニアレスリングクラブ 堀川奈那 本田多聞レスリングスクール

小学生1・2年の部22kg級RED 安藤凜 東海ジュニアレスリングクラブ 星野渉太 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. RikiYamamoto SEAHAWKS

小学生1・2年の部23kg級 竹内菜々子 横須賀ジュニアレスリングクラブ 小倉駿太郎 東海ジュニアレスリングクラブ HarrisonSwink SEAHAWKS 吉成大門 横須賀ジュニアレスリングクラブ

小学生1・2年の部24kg級 鈴木琳媛 東海ジュニアレスリングクラブ 眞鍋惇 逗子キッズレスリングクラブ 大関怜 東海ジュニアレスリングクラブ

小学生1・2年の部25kg級 田中愛莉 逗子キッズレスリングクラブ 渡辺壮祐 東海ジュニアレスリングクラブ 岩崎航大 TEAM-PHOENIX 岩崎梅乃 秋本道場JungleJunction

小学生1・2年の部27kg級 飯田奏 横須賀ジュニアレスリングクラブ 町田勇人 ロデオスタイル 小寺颯 勝村道場 飯塚虹晴 東京農大ジュニアレスリング倶楽部

小学生1・2年の部28kg級 山田理人 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 大田蓮 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 草野玄乃介 ロデオスタイル 新井一燦 小方道場レスリングクラブ

小学生1・2年の部29kg級 加原弦季 逗子キッズレスリングクラブ 河野大樹 秋本道場JungleJunction 岡田睦生 本田多聞レスリングスクール

小学生1・2年の部31kg級 近藤楓真 SELF高津レスリングチーム 番家葉陽 東海ジュニアレスリングクラブ 川路実輝 木口道場レスリング教室 齋藤碧翔 TEAM-PHOENIX

小学生1・2年の部34kg級 岡田峻太朗 山縣レスリング道場 松山上太郎 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 谷山智彦 SELF高津レスリングチーム

小学生3・4年の部23kg級 桑原廷佳 逗子キッズレスリングクラブ 望月楓馬 FIREBOYS 岩崎颯真 木口道場レスリング教室 草野湧心 東海ジュニアレスリングクラブ

小学生3・4年の部24kg級 小原心花 FIREBOYS 植田晃匡 秋本道場JungleJunction 児玉隼輝 東海ジュニアレスリングクラブ 渡辺善太 東海ジュニアレスリングクラブ

小学生3・4年の部25kg級 軽部東陽 逗子キッズレスリングクラブ 三宅里來 本田多聞レスリングスクール 清水虎丸 AACC 鈴木悠宇 逗子キッズレスリングクラブ

小学生3・4年の部26kg級 岡大耀 小方道場レスリングクラブ 山崎巧磨 FIREBOYS 山本勇次朗 TEAM-PHOENIX

小学生3・4年の部27kg級 山縣卯月 磯工ベアーズレスリングクラブ 野口樹生 木口道場レスリング教室 矢野遊志 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV.

小学生3・4年の部28kg級 原莉音 横須賀ジュニアレスリングクラブ 伊從壮太 秋本道場JungleJunction 植田明美歌 秋本道場JungleJunction

小学生3・4年の部29kg級 井上惺太郎 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 中島偲沙 横須賀ジュニアレスリングクラブ 竹内梨々花 逗子キッズレスリングクラブ AnthonySwink SEAHAWKS

小学生3・4年の部30kg級 小川舞 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 関戸香梨奈 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 鈴木大覚 山縣レスリング道場 田中杏 逗子キッズレスリングクラブ

小学生3・4年の部31kg級 新井翔大 FIREBOYS 齋藤元章 本田多聞レスリングスクール 五味果乃子 逗子キッズレスリングクラブ 大谷奏士郎 小方道場レスリングクラブ

小学生3・4年の部32kg級BLUE 安斉旭人 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 飯田響 横須賀ジュニアレスリングクラブ 渡辺優菜 本田多聞レスリングスクール 金子日明 横須賀ジュニアレスリングクラブ

小学生3・4年の部32kg級RED 山内悠妃 FIREBOYS 岡田雄飛 磯工ベアーズレスリングクラブ 平野力丸 逗子キッズレスリングクラブ

小学生3・4年の部33kg級 松澤蓮 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 野沢慎 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 石井康介 秋本道場JungleJunction

小学生3・4年の部34kg級 秋本弥祿薫 秋本道場JungleJunction 中上柚利 ロデオスタイル 佐藤来斗 東海ジュニアレスリングクラブ

小学生3・4年の部35kg級BLUE 藤森玲次 FIREBOYS 田邊慶次 磯工ベアーズレスリングクラブ 岡田元希 磯工ベアーズレスリングクラブ 高野大和 ロデオスタイル

小学生3・4年の部35kg級RED 竹内健太郎 横須賀ジュニアレスリングクラブ 手塚爽佑 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. ﾄﾏｽｼﾞｮｰﾀﾞﾝ武蔵 逗子キッズレスリングクラブ 小川悠人 SELF高津レスリングチーム

小学生3・4年の部36kg級 山本純奈 TEAM-PHOENIX 仲松明莉 本田多聞レスリングスクール 小山颯輝 TEAM-PHOENIX

小学生3・4年の部39kg級 浅野称志 逗子キッズレスリングクラブ 安藤陽菜 東海ジュニアレスリングクラブ 三宅魁 勝村道場

小学生3・4年の部42kg級 大関泰成 東海ジュニアレスリングクラブ 鎮目一驚 小方道場レスリングクラブ 柳原千晴 SELF高津レスリングチーム

小学生3・4年の部49kg級 中原陽向 髙田道場 松山桜 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV.

小学生5・6年の部29kg級 徳永瑛照 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 油谷純太朗 秋本道場JungleJunction 綿引一瑳 勝村道場 山田耕太郎 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV.

2017年10月8日：逗子アリーナ
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小学生5・6年の部31kg級 黒田悠希 FIREBOYS 増田龍紀 逗子キッズレスリングクラブ 谷口敏章 勝村道場 田中優 逗子キッズレスリングクラブ

小学生5・6年の部34kg級 澤木心愛 FIREBOYS 川路悠介 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. KalebLimbrick SEAHAWKS

小学生5・6年の部37kg級 奈須川将暉 逗子キッズレスリングクラブ 大田譲 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 岩崎碧都 木口道場レスリング教室 及川統大 東海ジュニアレスリングクラブ

小学生5・6年の部40kg級 小川然 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 富田英斉 逗子キッズレスリングクラブ 押田健心 木口道場レスリング教室 藤島勇飛 秋本道場JungleJunction

小学生5・6年の部43kg級 眞鍋彰 逗子キッズレスリングクラブ 松本獅恩 東海ジュニアレスリングクラブ 大竹優哉 逗子キッズレスリングクラブ

小学生5・6年の部44kg級 浅野稜悟 逗子キッズレスリングクラブ 金子日向 横須賀ジュニアレスリングクラブ

小学生5・6年の部48kg級 三宅健太 本田多聞レスリングスクール 田中成 逗子キッズレスリングクラブ

小学生5・6年の部50kg級 鈴木飛来 東海ジュニアレスリングクラブ MichaelSwink SEAHAWKS 鈴木孝太 木口道場レスリング教室

小学生5・6年女子の部33kg級 井上夏妃 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV.

小学生5・6年女子の部36～41kg級 竹内美保子 横須賀ジュニアレスリングクラブ 岡涼音 本田多聞レスリングスクール 小松咲桜 磯工ベアーズレスリングクラブ

中学生の部41kg級 徳永瑞基 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 宮崎想大 本田多聞レスリングスクール

中学生の部45kg級 平岡大河 逗子キッズレスリングクラブ 堀川椋羽 本田多聞レスリングスクール 渡辺虎汰郎 東海ジュニアレスリングクラブ 濱野右慶 逗子キッズレスリングクラブ

中学生の部53kg級 水谷元気 東海ジュニアレスリングクラブ 富田晏寅 逗子キッズレスリングクラブ 武末海秀 横須賀ジュニアレスリングクラブ

中学生の部55kg級 宮川航輔 横須賀ジュニアレスリングクラブ 山名白弥 磯工ベアーズレスリングクラブ デーハンレザ 東海ジュニアレスリングクラブ

中学生の部60kg級 飯塚康太 東京農大ジュニアレスリング倶楽部

中学生の部67kg級 田中悠翔 磯工ベアーズレスリングクラブ

中学生女子の部44～57kg級 浅野稔理 逗子キッズレスリングクラブ 松山楓 TEAMBISON'SBYSENSHU-UNIV. 高鳥桃奈 東海ジュニアレスリングクラブ


