
部門 階級

１７㎏級 稲田　佳恭 明和 酒井　壮太 野田 天田　椎菜 大間々 根本　琳大 ポゴナクラブ

１９㎏級 相田　凌旺 水戸市 小林　桂士 PALAISTRA 番家　天嵩 東海ジュニア 稲葉　さくら子 松戸ジュニア

２１㎏級 ○太田　恵人 チーム　リバーサル 古田　乙峰 KRAZY BEE 玉木　大翔 伊勢崎 天田　陽葵 大間々

２３㎏級 水澤　宏太 チーム　リバーサル 中村　愛夢 ポゴナクラブ 井上　旬 ポゴナクラブ 唐鎌　功輔 ポゴナクラブ

＋２３㎏級 山本　朔大 東伊豆ジュニア 堀内　進平 巻っず 鳥居　希子 PALAISTRA 根本　廉丈 龍ヶ崎

２１㎏級 ○橋本　陽斗 GOLD　KID'S 髙野　菜継 ポゴナクラブ 小原　優乃 FIRE　BOYS 池上　結夢花 みぶチビッコ

２３㎏級 小笠原　悠力 フェニックス 佐藤　莉桜 東海ジュニア 松澤　慧 アライアンス 佐々木なつみ 小玉ジュニア

２５㎏級 田中　真紀斗 フェニックス 吉田　旺星 KanClub 河又　裕大 ポゴナクラブ 松林　秀誠 千代田ジュニア

２７㎏級 ガレダギ　愛千 イランレスリング 小林　駿之介 PALAISTRA 久保　颯大 ロータス世田谷 稲田　丞真 明和

３０㎏級Ｒ 青柳　晃正 フェニックス 沖野　歩夢 フェニックス 渡辺　葵衣 柏 西村　多聞 WRESTLE-WIN

３０㎏級Ｂ 中村　望夢 ポゴナクラブ 今井　絢太 ＡＡＣＣ 島　　碧生 フェニックス 尻無濱　せな WRESTLE-WIN

３４㎏級 玉橋　廉大 米沢 岡島　大空翔 WAKO 大田　蓮 TEAM BISON'S 田巻　健成 ＢＲＡＶＥ

＋３４㎏級 秋保　光 GOLD　KID'S 鈴木　大晴 フェニックス 吉田　楓舞 WRESTLE-WIN 佐藤　大真 小玉ジュニア

２６㎏級 ○望月　楓馬 FIRE　BOYS 冨山　翔麻 水戸市 亘　　生翔 チーム　リバーサル 橋本 和貴 市川コシティ

２８㎏級 髙野　莉継 ポゴナクラブ 木村　唯慈 Future Dream 稲葉　広人 松戸ジュニア 加藤　藍丸 ドン・キホーテ

３０㎏級 勝目　結羽 NEXUS 依田　朋樹 佐久市 軽部　東陽 NEXUS 白井　陽彩 沼津学園

３３㎏級Ｒ 横田　大和 ＡＡＣＣ 齊藤　巧将 警視庁第六機 内海　楽 ＡＡＣＣ 山﨑　錬真 下野サンダーキッズ

３３㎏級Ｂ 久保　音晴 ロータス世田谷 本荘　挑真 関宿 田中　結 WRESTLE-WIN 小川　十兵衛 松戸ジュニア

３６㎏級 鶴屋　玲央 チーム　リバーサル 佐藤 迅 REDBULL 笛木　一蕗 伊勢崎 酒井　禅 野田

４０㎏級 内藤　暖次朗 ＢＲＡＶＥ 森田　煌生 WRESTLE-WIN 水橋　　毅 松戸ジュニア 大内　悠輝 チーム　リバーサル

４５㎏級 　本多　世宝 NEXUS 鈴木　勝大 フェニックス 伊藤　翠彦 WRESTLE-WIN 山田　航大 チーム　リバーサル

＋４５級 鈴木　承太郎 ロータス世田谷 山中　創太 磯工ベアーズ 小室　慶太朗 WRESTLE-WIN 田村　大翔 GOLD　KID'S

２８㎏級 小原　心花 FIRE　BOYS 山本　はるあ 東伊豆ジュニア 阿久津こはる 田島チビッコ 竹内　菜々子 横須賀ジュニア

３２㎏級 角本　明日香 ロータス世田谷　 三谷　心乃 NEXUS 植田　璃子 郡山 山縣　卯月 磯工ベアーズ

３６㎏級 渡邊　絆 イランレスリング 中島 偲紗 横須賀ジュニア 萩本　由愛 邑楽 大橋 詩織里 REDBULL 

＋３６㎏級 ○湯田　　鈴 田島チビッコ 大豆生田　麗 ひたちなか 阿久澤　明里 足利ミニレス 一野谷　優麻 田島チビッコ

３２㎏級 菅原　大志 磯工ベアーズ 椎名　遥玖 チーム　リバーサル 木島　鼓羽太 龍ヶ崎 坂本　広 ＡＡＣＣ

３５㎏級 関戸　香梨奈 TEAM BISON'S 青木　睦斗 PALAISTRA 牧田　克弥 MANA 木幡　悠叶 松﨑ジュニア

３８㎏級 安威　永太郎 GOLD　KID'S 助川　遼成 ひたちなか 徳江　星雫 PALAISTRA 星野　歩汰 大間々

４２㎏級Ｒ ◎吉田　アリヤ 市川コシティ 上村　隆太郎 八海 関　直人 佐久市 小笠原　康晴 松﨑ジュニア

４２㎏級Ｂ 秋保　大地 GOLD　KID'S 戸辺　昇輝 松﨑ジュニア 山下　丈太郎 PUREBRED 福田　謙信 WAKO

４６㎏級 八隅　士和 ロータス世田谷 福井　大翔 ポゴナクラブ 藤森　玲次 FIRE　BOYS 川路　悠介 TEAM BISON'S

５１㎏級 田中　陸 WRESTLE-WIN 岡澤　ナツラ 日立市 松井　礼士 おおた 鳥居　輪太朗 PALAISTRA

５６㎏級 石塚　佑慎 おおた 明歩谷　玲斐 那須塩原市 植原　優真 ポゴナクラブ 浅子　柊 北杜レスリング

＋５６㎏級 西原　丈陽 明和 リボウィッツ和青 警視庁第六機 藤島　幸正 足利ミニレス 高岩　遙介 MANA

３５㎏級 原　莉音 横須賀ジュニア 井上　いまり 佐久市 青山　成実 邑楽 田中　美羽 フェニックス

４０㎏級 〇筒井　双 ひたちなか 山内　悠妃 FIRE　BOYS 高久　知笑凛 下野サンダーキッズ 吉野　美空 PUREBRED

４５㎏級 木村　美海 チーム　リバーサル 岩崎　美優 横浜デビルズ 美斉津　杏奈 小諸キッズ 吉田  海音 KanClub

＋４５㎏級 大内　真美 ひたちなか 吉田　ロヤ 市川コシティ 中川　颯栞 小玉ジュニア 石川　実来 みぶチビッコ

３８㎏級 井上　雄星 佐久市 永井　陸斗 市川コシティ 有田　創 巻っず   

４２㎏級 片岡　大河 チーム　リバーサル 大背戸　逞斗  ドン・キホーテ 深澤　風翔 大子ジュニア 小川　礼寿 松戸ジュニア

４７㎏級 ◎勝目　大翔 NEXUS 金澤　孝羽 ＡＡＣＣ 小岩　皆人 松戸ジュニア 角本　大地  ドン・キホーテ

５３㎏級 高橋　慧大 松戸ジュニア 加藤　敦史 館林ジュニア 平岡　大河 逗子キッズ 及川　丈尊 東海ジュニア

５９㎏級 白鳥　夏希 佐久市 上村　朋也 千代田ジュニア 岡田　卓己 松戸ジュニア 山田　康介 館林ジュニア

６６㎏級 飯塚　康太 東京農大ジュニア 加藤　遥空 おおた 加藤　佑規 KanClub 本橋　知大 下野サンダーキッズ

７３㎏級 吉田　アラシ 市川コシティ 尾沼　翔太 小諸キッズ 瀬能　大晴 野田 坪井　強起 那須塩原市

＋７３㎏級 城所　拓馬 おおた 大塚　誌郎 ワセダクラブ 菊地　淳 那須塩原市 岩崎　和志 横浜デビルズ

４４㎏級 横瀬　亜美 クリナップキッズ 川本　千会子 REDBULL     

４８㎏級 竹内　美保子 横須賀ジュニア 横尾　瑠衣 明和 木下  日輪 横浜レスリング   

５２㎏級 〇木村　彩夏 チーム　リバーサル 金長　史栞 WAKO 一野谷　翔奈 田島チビッコ 滝田　彩乃 大子ジュニア

５６㎏級 浅野　稔理 逗子キッズ 加藤　綺華 KanClub 小原　春佳 WAKO 浦田　明歩 WAKO 

＋５６㎏級 松山　楓 TEAM BISON'S 小林　久美 千代田ジュニア 高橋　志奈 横須賀ジュニア   

中学生
男子

中学生
女子

　

幼年

小学生
1･2年

小学生
3･4年
男子

小学生
3･4年
女子

小学生
5･6年
男子

小学生
5･6年
女子

少年少女の部 チームリバーサル　　48.2 フェニックス　　　　47.4 GOLD　KID'S　　　 　41.1

中学生の部 チームリバーサル　　20.4 佐久市レスリング教室20.0 おおた・市川コシティ　 15.2

　

◇団体の部（１位１０点，２位５点，３位１点，４位以下0．１点，上位１０名の合計点）

部門 優勝 準優勝 第３位

第２４回少年少女レスリング『おおまま大会』成績一覧
　期日；平成３１年３月１７日（日）　　　会場；みどり市民体育館（桐生大学グリーンアリーナ）　　８０チーム８１５名出場

◇個人の部（◎は最優秀選手賞，○は各部門優秀選手賞）

優勝 準優勝 第３位




