
10㎏級（１才～２才） 梶原悠平 松戸Jr．

11㎏級（２才１カ月～３才未満） 小玉結佳子 小玉Jr．

12㎏級（２才１カ月～３才未満） 松本宗谷 高石

13㎏級Ａ（２才１カ月～３才未満） 神生真那 ひたちなか

13㎏級Ｂ（２才１カ月～３才未満） 江上騎皇 lize KID’S

16㎏級（ ２才１カ月～３才未満） 冨田大輝 だっぺクラブ

11㎏級（３才以上） 田中南衣 松﨑Jr．

16㎏級（３才以上） 鴻巣睦規 だっぺクラブ

14㎏級 Ａ 酒井壮大 野田

14㎏級 Ｂ 秋葉瑛人 みちる幼 小宮康靖 ロータス世田谷

15㎏級 Ａ 丸岡大騎 レッスルウィン 諸星真也 PURE BRED 髙部友汰 髙田道場

15㎏級 Ｂ 新家谷日和 市川コシティ 長谷川莉帆 レッスルウィン

16㎏級 Ａ 山川奏太 Kan Club 徳永晴大 ＡＡＣＣ

16㎏級 Ｂ 興野ひかり PURE BRED 阿部優菜 クリナップ 押山七捺 郡山

17㎏級 Ａ エスマイリ・ナディア 市川コシティ 加藤琉聖 郡山

17㎏級 Ｂ 金子士虎 髙田道場 木村春 Kan Club

17㎏級 Ｃ 中込翔 小諸キッズ 島田心結 小玉Jr．

18㎏級 永田弥來 レッスルウィン 鈴木一聖 和光

19㎏級 土屋日彩 レッスルウィン

15㎏級 落合碧哉 髙田道場 勝山新太 GOLDEN STAR 神生萌那 ひたちなか

16㎏級 松澤慧 アライアンス 渡辺響己 みどり幼 中原悠太 髙田道場 和田蕾騎 松﨑Jr．

17㎏級 Ａ 伊藤青桔 レッスルウィン 冨田晴輝 だっぺクラブ 染谷虎 野田 迫田英士 みちる幼

17㎏級 Ｂ 伊藤義広 小諸キッズ 保坂彪悟 ひかり幼

18㎏級 Ａ 新妻洋葵 ひかり幼 今井乃乃媛 喜多方

18㎏級 Ｂ 安藤智仁 レッスルウィン 岡健太郎 小方道場 松村洋亮 髙田道場 山崎蓮芳 ＡＡＣＣ

19㎏級 Ａ 相見将志 小方道場 林航司郎 髙田道場 庄司晄琉 みちる幼

19㎏級 Ｂ 清瀬まきあ FFC 田中幹太 FFC 北村祥真 髙田道場 植原結人 ポゴナクラブ

20㎏級 Ａ 大田都之春 みどり幼 森本定満 Kan Club

20㎏級 Ｂ 西川朔 レッスルウィン

21㎏級 原本勇岳 練馬谷原くらぶ 谷口幹太 和光

22㎏級 清水豪太 和光

23㎏級 新田蒼空 米沢

16㎏級 飯村洋亮 Kan Club

17㎏級 Ａ 安井蒼空 ひたちなか

17㎏級 Ｂ 野中陽成 取手 吉田優和 PURE BRED

17㎏級 Ｃ 古市せら 野田 今井泉希 喜多方 戸塚晟晴 関宿

18㎏級 Ａ 下枝陽 KRAZY BEE 木幡優希叶 松﨑Jr． 大吉諒卓 ロータス世田谷

18㎏級 Ｂ 竹中馨都 AACC 奥山太陽 PURE BRED 田中大貴 松﨑Jr． 石渡龍毅 横須賀Jr．

19㎏級 Ａ 小師聖音 KRAZY BEE 中根琥晴 野田 雫龍生 小方道場 中園心夏 ハナサキJr．

19㎏級 Ｂ ガレダギ愛千 イラン 吉田旺星 KanClub

20㎏級 Ａ 星清雅 イラン 石山統麻 PURE BRED 峯岸昊汰 みちる幼

20㎏級 Ｂ 大内優美 ひたちなか 堂本祐 髙田道場

20㎏級 Ｃ 新保威風 練馬谷原くらぶ 柴崎袮軌 KRAZY BEE 加藤陸駆 関宿

21㎏級 Ａ 山川雫 Kan Club 盛谷礼翔 和光 寺井遙希 レッスルウィン

21㎏級 Ｂ 神河勇吹 リバーサル 佐藤暖真 アライアンス 越川耀太 取手

21㎏級 Ｃ 小笠原煌真 松﨑Jr． 小室滉太朗 レッスルウィン 飯見心虹 PURE BRED

22㎏級 Ａ 宮前伶来斗 和光 岡島大空翔 和光 吉川音愛 みちる幼

22㎏級 Ｂ 中村望夢 ポゴナクラブ 西田謙悠 取手 中込凛 小諸キッズ エスマイリ・亜琉真 市川コシティ

22㎏級 Ｃ 吉田一花 さくら幼 石井心 松戸Jr． 長谷川宥伍 レッスルウィン

23㎏級 高野宇亞 PURE BRED 丸山琥治朗 みちる幼

24㎏級 中川栞汰 みちる幼 加藤悠真 髙田道場 新井一燦 小方道場

25㎏級 河原光一朗 髙田道場

26㎏級 Ａ 鈴木凛々愛 和光

26㎏級 Ｂ 菊池健太 和光

27㎏級 小菅蒼空 関宿

＋28㎏級 関谷頼樹 さくら市 髙橋海翔 みちる幼

　 【最優秀選手】 年長23㎏級

【優秀選手】 年長22㎏級 吉田一花（さくら幼稚園） 年長21㎏級

年長20㎏ 級 年長17㎏級

年中15㎏級

平成28年度  第21回関東幼児レスリング大会

小笠原煌真（松﨑ジュニア）

階    級 第１位 第２位 第３位

年長

年中

年少

年少
未満

星　清雅（イランレスリング） 古市せら（野田レスリング）　

落合碧哉（髙田道場）

中村望夢（ポゴナクラブ）

平成28年８月14日 / 福太郎アリーナ（鎌ヶ谷市民体育館）


