
団体の部 第１位 第２位 第３位

クラブ名 鳥栖レスリングクラブ 大村トップチーム 鹿島レスリングクラブ

個人の部 階級 第１位 第２位 第３位

16㎏級 竹下　伊織（OBENO） 岡本　立志（TOSU） 後藤　優羽（高田道場）

18㎏級 三島　伊織（北九州） 今田　結翔（高田道場）

20㎏級 馬場　大芽（有明） 古村　駿典（高田道場） 幾竹　蒼汰（３RINGS）

＋20㎏級 三島　蒼太（北九州） 髙野　倫太郎（３RINGS） 徳永　琉拳（鹿児島）

17㎏級 末平　絆人（都城） 大石　恭雅（ベスポ） 林　千尋（TOSU）

19㎏級 藤原　凰雅（近藤道場） 坂本　小夏（ベスポ） 若杉　春希（三井ラビ）

21㎏級 中田　咲莉（SATSUMA） 森　帝雅（高田道場） 松尾　綾乃（KWC）

23㎏級 農坂　橙麻（北九州） 田中　麗香（鹿児島） 裾分　大也（レオキッズ）

＋23㎏級 野口　姫（CHAMPIONキッズ） 田丸　暖怜（築上）

18㎏級 安部　煌人（TOSU） 大内田　航一（近藤道場）

20㎏級 上瀧　悠聖（KWC） 竹下　悠（OBENO） 武田　龍空（くしま）

21㎏級 長友　玲雄（フェニックス） 小野田　晃大（高田道場） 春野　竜慶（レオキッズ）

22㎏級 黒木　涼太（フェニックス） 今田　蒼大（高田道場） 清水　大雅（KWC）

23㎏級 奥野　豪心（都城） 近藤　瑞姫（近藤道場） 坂本　愛果（ベスポ）

24㎏級 永田　康（レオキッズ） 末平　流空（都城） 大平　靖十朗（島原）

25㎏級 米島　獅子皇（徳之島） 壱岐　早弓香（三井ラビ） 上津原　陽彩（TOSU）

26㎏級 山内　武竜（都城） 末次　健人（KWC） 清水　菜央（KWC）

28㎏級 川畑　桜（日南） 高村　衛司（TOSU） 福丸　風雅（ベスポ）

30㎏級 田島　愛梨（北九州） 向井　奏登（ベスポ） 橋本　出雲（OTT）

32㎏級 保永　陽紀（高田道場） 森田　あかり（鹿児島） 江頭　悠真（TOSU）

＋32㎏級 塩見　泰生（築上） 井上　怜（TOSU） 北尾　優花（島原）

22㎏級 濵崎　大智（OTT） 鈴木　菜花（くしま） 柴山　盟（北九州）

24㎏級 川崎　綜友（くしま） 鶴　大志（都城） 前原　大晟（都城）

25㎏級 吉田　天洸（南島原） 春野　裕星（レオキッズ） 大田　惟心（築上）

26㎏級 永田　誠（レオキッズ） 齋藤　航誠（北九州） 宮下　慈生（日南）

27㎏級 中田　琉愛（SATSUMA） 佐藤　優太（くしま） 大山　塁児（高田道場）

28㎏級 小島　諒也（島原） 山田　葵生（フェニックス） 佐藤　千歳（北九州）

30㎏級 井黒　寛太郎（くしま） 大塚　智紀（宮崎イースト） 今田　龍（高田道場）

32㎏級 奥村　瑛斗（大分ジュニア） 農坂　昇靖（北九州） 井手　悠太（三井ラビ）

34㎏級 高村　一喜（TOSU） 辻　晴矢（北九州） 松尾　駿冴（KWC）

36㎏級 寺岡　樹生（佐伯） 白浜　前（徳之島） 下迫　武路（ベスポ）

39㎏級 今村　礼ノ助（熊本） 内田　庵吾（上熊本） 松尾　希一朗（OBENO）

42㎏級 井原　福侍朗（フェニックス） 川野　篤朗（宮崎イースト） 宇都宮　巧（高田道場）

＋42㎏級 木原　甲輝（高田道場） 柏木　彪児（都城） 末次　郁斗（KWC）

26㎏級 友清　里依咲（３RINGS） 河野　桜子（都城） 米島　妃央來（徳之島）

28㎏級 中村　紅杏（日南） 中島　天羅（鹿児島） 入江　俐心（北九州）

30㎏級 仁多　弘子（高田道場） 東　和花（鹿児島） 鹿間　心馨（築上）

33㎏級 湯朝　みちる（北九州） 黒木　美咲（フェニックス） 宮田　葵（鹿児島）

＋33㎏級 田中　凛香（鹿児島） 植木　菜月（ベスポ） 牧　樹璃（熊本）

26㎏級 近藤　孝汰郎（南島原） 鶴元　煌之介（フェニックス）

28㎏級 濵崎　康太郎（OTT） 宮崎　隼翔（KWC） 江口　太寿（三井ラビ）

30㎏級 末平　偉楓（都城） 廣中　悠惺（高田道場） 里見　大我（徳之島）

32㎏級 本田　隆喜（タイガーキッズ） 川崎　堅心（くしま） 大塚　晄（築上）

34㎏級 永石　潤成（KWC） 中村　一絆（TOSU） 横山　大海翔（鹿児島）

36㎏級① 柴崎　祐揮（OTT） 横路　來羽（鹿児島） 山内　皇徳（都城）

36㎏級② 中田　廉（SATSUMA） 屋敷　路人（都城） 東　桜明（都城）

39㎏級 前原　大輝（都城） 水谷　和翔（くしま） 永富　睦人（OTT）

42㎏級 岩村　幸仁（くしま） 茨木　凱聖（OBENO） 永吉　光汐（くしま）

46㎏級 宇都宮　修斗（熊本） 木庭　康敬（高田道場） 生嶋　虎太郎（北九州）

50㎏級 井上　寛太郎（タイガーキッズ） 江口　太郎（東長崎） 久保　颯士朗（東長崎）

55㎏級 吉田　悠耶（OTT） 藤瀬　夏唯（KWC） 河野　功多郎（宮崎イースト）

＋60㎏級 東　征輝（東長崎） 田中　初樹（北九州）

28㎏級 入江　友惟（北九州） 辻　夢真（北九州） 大津　梨愛（有明）

33㎏級 恒久　青花（３RINGS） 豊原　優花（ベスポ） 五十川　七海（大分ジュニア）

36㎏級 宇土　奏美（KWC） 中島　偲紗（鹿児島） 山下　世羽（北九州）

40㎏級 内野　結心（島原） 山下　陽子（フェニックス） 寺岡　佑菜（佐伯）

46㎏級 小柴　ゆり（TOSU） 馬場　朱里（有明） 松浦　芽衣（くしま）

＋46㎏級 平野　蘭季来（佐伯） 松尾　光希（大村ジュニア） 内田　かりん（上熊本）

38㎏級 怡土　悠馬（TOSU） 石山　竜成（都城） 福冨　将大（OTT）

44㎏級 前田　太晟（TOSU） 東　伊織（鹿児島） 中島　拓摩（TOSU）

48㎏級 前原　晟人（都城） 柴山　日向（北九州） 西田　砥和（南島原）

51㎏級 河野　兼多郎（宮崎イースト） 宮崎　海斗（KWC） 白川　剣斗（KWC）

55㎏級 須田　宝（OTT） 大田　響己（築上） 三浦　修矢（TOSU）

60㎏級 石原　弘幸（タイガーキッズ） 木山　樹（タイガーキッズ） 末平　海雄（都城）

65㎏級 松尾　直哉（北九州） 甫木　元起（TOSU） 織田　継承（築上）

71㎏級 井上　輪太郎（タイガーキッズ） 石田　悠稀（タイガーキッズ） 西山　脩人（島原）

80㎏級 濱川　龍太（北九州） 平田　健人（都城）

＋80㎏級 水谷　大翔（くしま） 石生　光汰（高田道場） 小森　瞳月（島原）

43㎏級 松尾　環那（KWC） 山田　聖麗（築上） 嘉納　ひらり（徳之島）

48㎏級 髙橋　桜子（築上） 水谷　こころ（くしま）

53㎏級 山田　李織（築上） 師岡　桃子（北九州） 仙波　仁那（宮崎イースト）

58㎏級 東　佐和（鹿児島）

＋58㎏級 小野　こなみ（TOSU） 内野　杏美（島原）

第33回九州少年少女レスリング選手権大会結果
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期間：2019年5月11日～12日 / 会場：佐賀県鳥栖市民体育館 / 参加：33クラブ・412名


