
種別 階級

１６ｋｇ級 山本　朔大 東伊豆ジュニア 牛窓　尊天 レッスルウィン 小宮　康靖 ロータス 高部　友汰 髙田道場

１８ｋｇ級 丸岡　大騎 レッスルウィン 蓼沼　鈴 市川コシティ 山本　悠介 KRAZY BEE

２０ｋｇ級 橋本　昂弥 焼津ジュニア 永田　弥來 レッスルウィン

＋２０ｋｇ級 谷口　楽空 ＡＡＣＣ　 八木　琥太郎 トイカツ道場

１７ｋｇ級 渡邉　みらい 焼津ジュニア 矢野　数志 バイソンズ 高野　心泰 山中道場 岡田　幹太 龍レス

１９ｋｇ級 小原　優乃 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ　 小笠原　悠力 フェニックスＣ 高橋　侑宇 トイカツ道場 加藤　大誠 ゴキタジム

２１ｋｇ級 清瀬 まきあ ＦＦＣ　 西川　朔 レッスルウィン 田中　琉之介 逗子キッズ 岡　健太郎 小方道場

２３ｋｇ級 髙田　健太朗 髙田道場 今井　絢太 ＡＡＣＣ　 林　福丸 髙田道場

＋２３ｋｇ級 鈴木　大晴 フェニックスＣ 小形　純暉 フェニックスＣ 櫻林　駿凛 ＰＵＲＢＲＥＤ　 吉田　楓舞 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ　

１８kg級 青木　瞳和 UEDA　CLUB 増田　圭二郎 焼津リトル

２０kg級 牛窓　勝心 レッスルウィン 柴崎　祢軌 KRAZY BEE 竹中　馨都 ＡＡＣＣ　 渡井　准也 ＦＵＪＩ　

２２kg級　 紫原　颯太 ＦＦＣ　 藤原　辰之介 ＡＡＣＣ　 ガレダギ　愛千 ＩＷＣ　 竹内　菜々子 ＹＪＷＣ　

２４kg級　 江間　大登 ロータス 加藤　藍丸 ドン・キホーテ 青柳　晃正 フェニックスＣ 小笠原　櫂真 フェニックスＣ

２６kg級　 山本　岐 東伊豆ジュニア 永田　裕生 レッスルウィン 秋山　陽彩 山梨ジュニア 金子　蒼空 ＢＲＡＶＥ　

２８kg級 本荘　挑真 関宿クラブ 齊藤　巧将 六機KID'S 内海　楽 ＡＡＣＣ　 保坂　樹奈 小玉ジュニア

３０kg級 土肥　利羽 KRAZY BEE 中上　航 山梨ジュニア 加原　弦季 逗子キッズ 野澤　直樹 小玉ジュニア

３２kg級 大内　悠輝 パラエストラ 森田　煌生 レッスルウィン

+３２kg級 本多 世宝 ＮＥＸＵＳ　 諸星　悠也 ＰＵＲＢＲＥＤ　 丸山　琥太郎 小玉ジュニア

２２kg級 桑原　廷佳 逗子キッズ 植田　晃匡 秋本道場 徳永　耀大 ＡＡＣＣ　 増田　和之進 焼津リトル

２４kg級 坂本　広 ＡＡＣＣ　 藤原　猿之介 ＡＡＣＣ　 菅原　大晃 ＡＡＣＣ　 水代　康太 パラエストラ

２６kg級 横田　大和 ＡＡＣＣ　 椎名　遥久 パラエストラ 井上　惺太郎 バイソンズ 石橋　哲弥 松戸ジュニア

２８kg級 花原　大翔 六機KID'S 藤原　虎之介 ＡＡＣＣ　 深澤　遼弥 山梨ジュニア 本釜　希真 刈谷クラブ

３０kg級 安威　永太郎 ゴールドキッズ 柿田　挑 レッスルウィン 菅原　大志 磯工ベアーズ 西島　輝 松戸ジュニア

３３kg級 秋保　大地 ゴールドキッズ 古川　音和 髙田道場 福井　大翔 ボゴナクラブ 田邊　慶次 磯工ベアーズ

３６kg級 鈴木　勝大 フェニックスＣ 山田　航大 パラエストラ 稲葉　遥飛 大森クラブ 山崎　天芳 ＡＡＣＣ　

３９kg級 本田　翼 ＡＡＣＣ　 本多 正虎 ＮＥＸＵＳ　 鈴木　承太郎 ロータス 菊地　徳太郎 ＡＡＣＣ　

４５kg級 山中　創太 磯工ベアーズ 里見　健 大森クラブ 矢口　瞳真 霞ヶ浦アンジュ

＋４５kg級 澤田　一輝 ＢＲＡＶＥ　 江上　海翔 ライズ 田村　大翔 ゴールドキッズ
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２４kg級 江坂　萌那 刈谷クラブ 片岡　優 パラエストラ 山本　はるあ 東伊豆ジュニア 日向　玲奈 松戸ジュニア

２６kg級 加藤　あん ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ　 植田　明美歌 秋本道場 小原　心花 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ　 山縣　卯月 磯工ベアーズ

２８kg級 渡邊　ひさき 大森クラブ 阿部　ひかる 松戸ジュニア 小岩　芽以 小玉ジュニア 富樫　理世 小玉ジュニア

３０kg級 小川　舞 バイソンズ 田中　杏 逗子キッズ 吉野　美空 ＰＵＲＢＲＥＤ　 興野　あかり ＰＵＲＢＲＥＤ　

３３kg級 関戸　香梨奈 バイソンズ 和田　桃佳 KRAZY BEE 設楽　なつき 東洋大倶楽部 飯田　響 ＹＪＷＣ　

３６kg級 永冨　琉衣 ＡＡＣＣ　 木村　美海 パラエストラ 矢作　那々子 KRAZY BEE 仲松　明莉 タモンスクール

＋３６kg級 荻野　恵里 ゴールドキッズ 荻野　友里 ゴールドキッズ 中川　凛栞 小玉ジュニア 本多　結里菜 ＦＦＣ　

２８kg級 渡辺　伊織 柏クラブ 足立　高 ゴキタジム 町田　和馬 UEDA　CLUB 降矢　泰一 ＢＲＡＶＥ　

３０kg級 西宮　大翔 KRAZY BEE 黒田　悠希 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ　 渡邊　浩真 大森クラブ 佐藤　康生 ゴキタジム

３２kg級 坂本　輪 ＡＡＣＣ　 阿部　貫太 松戸ジュニア 山本　大雅 ゴキタジム フェレロ　友雅 KRAZY BEE

３４kg級 大背戸　逞斗 ドン・キホーテ 八隅　士和 ロータス 川路　悠介 バイソンズ 金澤　孝羽 ＡＡＣＣ　

３６kg級 ガレダギ　敬一 ＩＷＣ　 片岡　大河 パラエストラ 小岩　皆人 小玉ジュニア 依田　晴樹 佐久レスリング

３９kg級 小川　然 バイソンズ 佐々木　崇恩 ＩＷＣ　 松元　大樹 パラエストラ 富田　英斉 逗子キッズ

４２kg級 荻野　大河 ＰＨＯＥＮＩＸ　 髙橋　柊生 松戸ジュニア 岡澤　ナツラ ＨＩＴＡＣＨＩ 鶴屋　浩斗 パラエストラ

４５kg級 浅野　稜悟 逗子キッズ 堀池　建太 ドン・キホーテ 本田　聖 ＡＡＣＣ　 齋藤　誉史成 六機KID'S

４８kg級 倉崎　暖 UEDA　CLUB 鈴木　悠太 ロータス 木﨑　駿斗 柏クラブ 坂井　響 逗子キッズ

５１kg級 菅野　煌大 ドン・キホーテ 矢口　拓弥 霞ヶ浦アンジュ 若菜　陽樹 小玉ジュニア 渡邉　元輝 秋本道場

＋５７kg級 宇都宮　快斗 山中道場 倉持　柊太 フェニックスＣ 中沢　遥貴 山梨ジュニア 藤田　宝星 猛禽屋クラブ

２８kg級 井上　いまり 佐久レスリング 鈴木　彩加 Ｔ－ＫＩＤＳ　 伊藤　麻里愛 ＡＡＣＣ　

３０kg級 井上　夏妃 バイソンズ 山口　菜々子 焼津リトル 山﨑　愛夏 焼津リトル

３３kg級 澤木　心愛 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ　 田中　優 逗子キッズ 山浦　実旺 松戸ジュニア

３６kg級 竹内　美保子 ＹＪＷＣ　 小松　咲桜 磯工ベアーズ 森川　陽美樹 ＡＡＣＣ　 小澤　咲楽 山梨ジュニア

４０kg級 小原　春佳 和光クラブ 田中　璃月 KRAZY BEE 山本　こころ 東伊豆ジュニア 岡　涼音 タモンスクール

４５kg級 星野　レイ ＡＡＣＣ　 吉田 ロヤ 市川コシティ 松田 菜々美 市川コシティ 小笠原　美羽 フェニックスＣ

＋４５kg級 永冨　礼 ＡＡＣＣ　 滝田　彩乃 大子ジュニア 橋本　百代 UEDA　CLUB 武田　　杏 大間々クラブ
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