
優勝 吹田市民教室 80点

２位 マイスポーツハウス 65点

３位 焼津リトル 50点

優勝 鹿屋チャンピオン 40点（優勝者数による）

２位 一志ジュニア 40点

３位 畑村クラブ 25点

階級 優勝 ２位

17㎏級 黒田将真(吹田市民) 中田拓巳(マイスポーツ) 谷澤直子(マイスポーツ) 沖野耕三(今治)

19㎏級 中島純(吹田市民) 柴田美香(吹田市民) 桑原康平(パレイストラ) 相田なつみ(大岡)

21kg級 藤本浩平(焼津リトル) 神野忠勝(木間ヶ瀬) 小澤達也(島田) 渡辺弘樹(太田)

23kg級 高塚紀行(吹田市民) 広瀬健夫(島根) 手塚耕平(喜連川) 田中秀幸(横須賀)

+23㎏級 佐藤正剛(小諸) 中川敦史(二井宿) 池田真澄(新潟ジュニア)

20kg級 幸鍾史(小浜) 長谷川恒平(焼津リトル) 泉山学(野辺地) 増田啓介(焼津ジュニア)

22㎏級 前田達朗(マイスポーツ) 豊田純也(吹田市民) 藤元慎平(松戸) 池野将司(吹田市民)

24kg級 正田宗耕(吹田市民) 佐藤史(杉田) 荒川一政(野辺地) 伊調馨(八戸クラブ)

26kg級 井上剛一(一志) 井上真彰(羽島) 栗原徹郎(パレイストラ) 辻浩之(みぶ)

28kg級 手老弘育(修善寺) 重岡祐輔(斉藤) 伊藤文広(杉田) 徳永賢二(玉名)

30㎏級 鈴木崇之(宇治) 柴田みどり(吹田市民) 斉藤順倫(杉田) 佐藤智裕(杉田)

32kg級 磯川孝生(熊本) 宮地秀作(鹿屋) 田村大(小浜) 松浦寛(島根)

+32㎏級 松崎伸哉(青山) 笹沼崇男(喜連川) 米山祥嗣(館林) 正岡良規(今治)

20㎏級 増田剛久(焼津リトル) 池田祐輔(今治) 上恒内章(マイスポーツ) 谷澤輝守(マイスポーツ)

３位

第８回全国少年レスリング選手権大会

期日　1991(平成3)年7月25日～26日

会場　東京都・東京体育館

参加　88クラブ、1013名

主催　全国少年レスリング連盟

共催　（財）日本アマチュアレスリング協会　東京都アマ
チュアレスリング協会

放映　㈱フジテレビジョン

協賛　ユナイテッドスチール㈱　日本加工製紙㈱　エヌ・
ケー興業㈱　明治乳業㈱　日本国民食㈱　㈱京樽　東京ス

◆団体戦１１人以上の部

◆団体戦10名以下の部

◆個人成績

◇幼年の部

◇小学１年の部

◇小学１～２年の部

◇小学２年の部



22㎏級 簾内雄(五城目) 荒川芳久(みぶ) 高村真紀枝(島根) 後藤和昭(大岡)

24kg級 大林哲也(マイスポーツ) 足立孝司(羽島) 加成健太(杉田) 菊地亮(杉田)

26kg級 志儀智史(高石) 植田祥丈(杉並) 藤沢安貴夫(吹田市) 石村匠(みぶ)

22kg級 太田遼(島根) 丹羽昭智(山形) 本田正(金沢) 笹本隆(木口)

24kg級 吉田沙保里(一志) 藤田相臣(吹田市民) 長谷川拓也(焼津リトル) 藤田稔(木間ヶ瀬)

26kg級 和田宗法(木間ヶ瀬) 斉藤将士(北志館) 湯山翔馬(今治) 三代真琴(島根)

28kg級 野口美香(鹿屋) 長井英行(大飯) 今泉裕朗(吹田市民) 松村勝吾(岩手山田)

30kg級 福山鉄矢(鹿屋) 山本健仁(青森) 石川裕大(今治) 中筋祐太(吹田)

32kg級 三島章裕(鹿屋) 井上純一(一志) 堂端泰樹(札幌) 中村友之(足利)

36kg級 高畑義倫(吹田市民) 橋井巧佑(吹田市民) 田中裕也(寝屋川) 三島知晃(鹿屋)

40kg級 近藤均(小浜) 中橋孝志(赤碕) 阿部敏彦(飯田川) 上野堅太朗(岩手山田)

+40kg級 村岡寛之(八戸クラブ) 上田親賢(善通寺) 益永敬済(吹田市民) 沢辺義明(足利)

24㎏級 今井仁一(畑村) 渡仲雄三(焼津リトル) 田森浩一(山形) 高岸武志(パレイストラ)

26㎏級 大橋弘典(吹田市民) 浜谷達行(大飯) 高村雄太郎(島根) 大西巌(今治)

28㎏級 播本裕樹(吹田市民) 阪本浩二(マイスポーツ) 馬場徹(種市) 青木勝敏(木間ヶ瀬)

30㎏級 谷本浩司(吹田市民) 浅野篤司(羽島) 植田洋俊(杉並) 加藤平八郎(マイスポーツ)

32㎏級 金城睦英(吹田市民) 古瀬幸朗(マイスポーツ) 長島正彦(太田) 斉藤貴之(斉藤)

34㎏級 吉賀恒治(マイスポーツ) 菅綾子(和光) 浅野稚和(赤碕) 河村裕也(大岡)

36㎏級 山口徹馬(吹田市民) 鳥居巧(金沢) 池田雄太朗(東海) 佐藤一久(マイスポーツ)

38㎏級 小山裕之(吹田市民) 佐藤崇幸(横須賀) 三輪輝久(岩井)

40㎏級 大谷玄(刈谷) 風張年也(種市) 平沢昌大(札幌) 平沢光秀(札幌)

+40㎏級 西田耕一郎(寝屋川) 白取大督(青山) 沢田直樹(八戸kids) 池田隼人(新潟ジュニア)

26kg級 清水義史(マイスポーツ) 出井洋平(足利) 中務顕貴(旭川) 柳田明人(青山)

28kg級 松永共広(焼津リトル) 岡田須佳子(吹田市民) 磯崎健吾(八戸kids) 大館信也(八戸kids)

30kg級 谷口勝信(一志) 野呂田伸吾(和光) 牧山大輔(鹿屋) 佐々木勇登(焼津ジュニア)

32kg級 太田伸介(マイスポーツ) 浜口天司(東長崎) 舘真吾(東海) 神田雅章(鹿屋)

35㎏級 藤本貴生(吹田市民) 佐々木勝司(北志田) 足立竜一(羽島) 松尾紀(東長崎)

38㎏級 嶋崎寿雄(和光) 越智崇(今治) 板橋英之(種市) 乙守将人(刈谷)

41kg級 黒田清志(一志) 早川雄也(北志館) 新保和行(足利) 佐藤利治(木口)

44kg級 小幡邦彦(斉藤) 中本啓介(木口) 畑村恵(畑村) 飯田隼平(修善寺)

47kg級 本多尚基(八戸クラブ) 後藤尚啓(山形クラブ) 内村翼(沼津) 藤沢由紀夫(吹田市民)

53㎏級 上原重幸(二川) 佐藤泰武(大岡) 大崎洋平(スポーツ会館) 伊藤龍浩(チャレンジ)

+53kg級 交告和輝(岩井塾) 寺島幸弘(金沢) 沢辺宗明(足利) 黒川裕正(みぶ)

28㎏級 今関利明(木間ヶ瀬) 道家豊光(羽島) 米村喜一(東長崎) 金沢祐介(パレイストラ)

30kg級 柳川育広(パレイストラ) 鴻巣伸彦(マイスポーツ) 神野隆之(木間ヶ瀬) 沢野光幸(種市)

◇小学３年の部

◇小学４年の部

◇小学５年の部

◇小学６年の部



32kg級 井上真一(羽島) 秋山大亮(焼津リトル) 小野匡広(八戸クラブ) 馬場正人(種市)

35㎏級 石井拓応(松戸) 渡仲周治(焼津リトル) 大道誠(八戸クラブ) 亀田俊(斉藤)

38㎏級 森岡寛至(吹田市民) 小野田純(焼津ジュニア) 小柴羊平(八戸クラブ) 野呂田勝也(和光)

41kg級 高塚慎吾(吹田市民) 黒沢義人(畑村) 押田健児(木口) 佐藤修平(郡山)

44㎏級 八幡泰一(八戸クラブ) 藤井洋輔(五城目) 菅太一(和光) 降旗賢史(パレイストラ)

47㎏級 野口勝(鹿屋) 新井尚徳(二川) 杉村茂(修善寺) 久田徳人(山田)

50kg級 杉村育麿(修善寺) 田中哲也(木間ケ瀬) 佐々木聡(五城目) 米田壮志(大岡)

53kg級 小野健夫(杉並) 小幡清美(斉藤) 疋田拓也(みぶ) 佐藤勇樹(畑村)

+53kg級 鈴木崇広(岩井塾) 佐藤庸平(山形) 木村尚貴(岩井塾) 武尾雅樹(八戸クラブ)

A 吉田沙保里(一志) 三代真琴(島根) 桑原亜矢子(パレイストラ) 野田泰世(鶴見)

B 野口美香(鹿屋) 長田麻未(沼津) 田中利奈(横須賀) 野本聖美(木間ヶ瀬)

C 津田佳代子(修善寺) 沢野淳子(種市) 服部担子(東海) 斉藤佳子(焼津リトル)

A 正田絢子(吹田市民) 伊調千春(八戸クラブ) 島守紫(八戸kids) 高木恵(木間ヶ瀬)

B 小野田久美(焼津ジュニア) 早田英美(木口) 中村淑恵(八戸クラブ) 佐藤裕香(杉田)

C 八幡聖子(八戸クラブ) 磯川真紀(熊本) 久保法子(修善寺) 菅原美々(北志館)

A 岡田須佳子(吹田市民) 梅原磯美(修善寺) 近野ひろみ(五城目) 小林英美(山形)

B 山本聖子(木口) 石田雅美(郡山) 坂本日登美(八戸kids) 小川恵理子(沼津)

C 小池由樹(焼津ジュニア) 松田房子(種市) 大矢瑞希(二川) 山下美穂(大岡)

D 畑村恵(畑村) 小林裕美(二川) 宮脇愛(畑村) 秦周子(岩手山田)

E 高梨美貴(二井宿) 上野順子(岩手山田) 荒川登朱(東洋大)

A 中林教子(新潟ジュニア) 平森美樹(綾上綾南) 山田綾子(マイスポーツ) 内田綾子(修善寺)

B 有留幸恵(鹿屋) 瀬木洋美(マイスポーツ) 柳谷とし子(八戸Kids) 松村美鈴(岩手山田)

C 布施里枝子(パレイストラ) 佐藤由美子(寝屋川) 坂東美和子(寝屋川)

◇小学６年女子の部

◇小学３年女子の部

◇小学４年女子の部

◇小学５年女子の部


