
11㎏級(２才未満) 藤代 武蔵 小玉Jr.

13㎏級(　〃　) 大川 智紀 霞ヶ浦アンジュ

12㎏級（２才以上) 阿部 絢菜 クリナップ 梶原 悠平 松戸Jr. 阿部 智生 クリナップ

14㎏級(　 〃　) 佐藤 琴美 小玉Jr. 清瀬 亮翔 ＦＦＣ 藤代 愛莉 みどり幼

15㎏級(    〃    ) 山崎 央翔 松﨑Jr.

16㎏級(    〃    ) 橋本 舷人 松﨑Jr.

14㎏級 阿部 航太 クリナップ 佐藤 可奈子 みちる幼

15㎏級 田中 南衣 松﨑Jr. 神生 真那 ひたちなか 小田川 神明 小玉Jr.

16㎏級 三谷 洸心 パラエストラ 吉田 詠 関宿クラブ 池上 心優 みぶチビッコ

17㎏級 Ａ 大内 夏樹 パラエストラ 冨田 大輝 だっぺクラブ 山中 優和 松﨑Jr.

17㎏級 Ｂ 佐々木 駿介 小玉Jr. 古田 乙峰 KRAZY BEE

18㎏級 市原 佑真 KRAZY BEE 清水 勇次郎 WAKO 大吉 悠登 ロータス世田谷

+20㎏級 中山 浩人 福井

14㎏級 河又 遼大 ポゴナクラブジム

15㎏級 小宮 康靖 ロータス世田谷 稲葉 さくら子 松戸Jr. 小泉 楓 柏 酒井 壮大 野田

16㎏級 柴原 希実 ＦＦＣ 菅原 有優 磯工ベアーズ

17㎏級 Ａ 丸岡 大騎 WRESTLE-WIN 山本 朔大 東伊豆Jr. 高部 友汰 髙田道場

17㎏級 Ｂ 長谷川 莉帆 WRESTLE-WIN 福原 鉄大 沼津 諸星 真也 PUREBRED 阿部 優菜 クリナップ

17㎏級 Ｃ 太田 恵人 パラエストラ 太田 千景 みぶチビッコ 山崎 龍人 松﨑Jr. 山川 奏太 Kan Club

17㎏級 Ｄ 山本 悠介 KRAZY BEE 山田 晏瑚 パラエストラ 石山 詞温 PUREBRED 野口 拓斗 髙田道場

18㎏級級 Ａ 新家谷 日和 市川コシティ 蓼沼 鈴 市川コシティ 興野 ひかり PUREBRED

18㎏級 Ｂ 中嶋 耕太郎 KRAZY BEE 橋本 真生 巻っずクラブ

19㎏級 水田 倫太郎 WRESTLE-WIN 大河原 武蔵 WRESTLE-WIN 小野 咲太朗 GENスポーツ

20㎏級 Ａ 山道 泰斗 沼津 鈴木 一聖 WAKO 松本 航輝 霞ヶ浦アンジュ

20㎏級 Ｂ 中村 愛夢 ポゴナクラブジム 本木 嗣晃 磯工ベアーズ 佐藤 理人 AACC

21㎏級 野出 成史 アライアンス エスマイリ・ナディア 市川コシティ 澁江 勇之介 アライアンス

22㎏級 Ａ 堀内 進平 巻っずクラブ 土屋 日彩 WRESTLE-WIN

22㎏級 Ｂ 鳥居 希子 PALAISTRA 大澤 漣乃介 GOLDEN STAR

24㎏級 森 徹 WRESTLE-WIN

16㎏級 臂 楓芽 BRAVE 足立 葉琉稀 北杜 神生 萌那 ひたちなか

17㎏級 落合 碧哉 髙田道場 本名 沙羽 巻っずクラブ 阿部 晴人 クリナップ

18㎏級 Ａ 小笠原 悠力 フェニックス 永井 斗梨 市川コシティ 冨田 晴輝 だっぺクラブ

18㎏級 Ｂ 伊藤 剛太郎 BRAVE 山本 武 松戸Jr. 前原 唯人 沼津

18㎏級 Ｃ 粟野 照丈 市川コシティ 斉藤 希亜 GENスポーツ 齋藤 あおい 小玉Jr.

19㎏級 Ａ 大川 桔平 WRESTLE-WIN 松澤 慧 アライアンス 池上 結愛花 みぶチビッコ

19㎏級 Ｂ 伊藤 義広 小諸キッズ 迫田 英士 みちる幼 染谷 虎 野田

20㎏級 Ａ 新妻 洋葵 ひかり幼 高橋 侑宇 トイカツ道場 山口 連 KRAZY BEE 渡辺 泰右 ＦＦＣ

20㎏級 Ｂ 保坂 彪悟 ひかり幼 加藤 空大 GENスポーツ 北島 圭音 髙田道場

幼児 / 年長・23㎏級　小野京太朗（GENスポーツアカデミー）

１～２年 / ２年・22㎏級  柴原颯太（ＦＦＣクラブ）

幼児 / 年中・17㎏級  長谷川莉帆（WRESTLE-WIN）

幼児 / 年中・18㎏級  新家谷日和（市川コシティクラブ）

幼児 / 年長・22㎏級  清瀬まきあ（ＦＦＣクラブ）

１～２年 / １年・20㎏級  河又裕大（ポゴナクラブジム）

１～２年 / ２年・24㎏級  永井斗真（市川コシティクラブ）

１～２年 / ２年・28㎏級  保坂樹奈（小玉ジュニアレスリングクラブ）

第22回関東幼児大会 / 第１回関東小学１～２年大会 　平成29年8月13日福太郎アリーナ（鎌ケ谷市民体育館）

年少未満

年少

年中

年長

階級 第１位 第２位 第３位

【最優秀選手賞】  

【優秀選手賞】  



21㎏級級A 岡 健太郎 小方道場 田中 尋斗 アライアンス 坪木敢太郎 GENスポーツ

21㎏級級B 古田 稜征 KRAZY BEE 森本 定満 Kan Club 山本弥羚 アライアンス

21㎏級級C 髙橋 諒大 下野サンダー 柿谷 空 WRESTLE-WIN 中村寧々 松戸Jr. 山本 早希子 髙田道場

22㎏級級A 清瀬 まきあ ＦＦＣ 安藤 智仁 WRESTLE-WIN 今井乃乃媛 喜多方 熊本 和真 パラエストラ

22㎏級級B 堤 空葵 巻っずクラブ 渡部 海凪 だっぺクラブ 菊地颯良 ひたちなか 庄司 晄琉 みちる幼

23㎏級級A 今井 絢太 AACC 林 福丸 髙田道場 田中幹太 ＦＦＣ

23㎏級級B 小野 京太朗 GENスポーツ 塚本 遥大 霞ヶ浦アンジュ 二見涼央 野田

24㎏級級 植原 結人 ポゴナクラブジム 眞山 美樹 アライアンス 寺道太陽 野田

25㎏級級 杉山 雅空 フェニックス 佐藤 公太朗 みちる幼

26㎏級級 新田 蒼空 米沢 清水 豪太 WAKO 降矢剛士 BRAVE

27㎏級級 谷川 太人 髙田道場 藤代 優愛 みどり幼

+28㎏級級A 鈴木 大晴 フェニックス 櫻林 駿凛 PUREBRED

+28㎏級級B 茂村 春 みちる幼

18㎏級級 飯村 洋亮 Kan Club 髙野 菜継 ポゴナクラブジム

20㎏級級A 菅原 早穂 磯工ベアーズ 野中 陽成 取手 今井 泉希 喜多方

20㎏級級B 河又 裕大 ポゴナクラブジム 牧野 心咲 霞ヶ浦アンジュ 牧 昂次朗 GENスポーツ 小泉 真琴 柏

20㎏級級C 佐々木 なつみ 小玉Jr. 中嶋 華子 KRAZY BEE 本木 ゆうな 磯工ベアーズ

22㎏級級A ガレダギ 愛千 イランレスリング 吉田 旺星 Kan Club 小笠原 煌真 松﨑Jr.

22㎏級級B 柴崎 袮軌 KRAZY BEE 田中 大貴 松﨑Jr. 大内 優美 ひたちなか

22㎏級級C 塩見 将生 パラエストラ 星 清雅 イランレスリング 越川 耀太 取手

22㎏級級D 市原 杏士 KRAZY BEE 大吉 諒卓 ロータス世田谷 大村 南斗 パラエストラ

22㎏級級E 田中 真紀斗 フェニックス 添田 浩聖 さくら市 根井 真成実 パラエストラ 山本 あき子 KRAZY BEE

24㎏級級A 青柳 晃正 フェニックス 金谷 信太朗 PALAISTRA 石山 統麻 PUREBRED

24㎏級級B 渡辺 葵衣 柏 森藤 平蔵 トイカツ道場 佐藤 那都 BRAVE 小林 駿之介 PALAISTRA

24㎏級級C 吉田 一花 小玉Jr. 阿部 心 松戸Jr. 飯見 心虹 PUREBRED

24㎏級級D 神河 勇吹 パラエストラ 長谷川 宥伍 WRESTLE-WIN 山川 雫 Kan Club 佐藤 暖真 アライアンス

24㎏級級E 三谷 栄心 パラエストラ 宮前 伶来斗 WAKO 小島 翔 ひたちなか

26㎏級級A 中村 望夢 ポゴナクラブジム 水原 朝 ＦＦＣ 岡島 大空翔 WAKO

26㎏級級B 丸山 琥治朗 小玉Jr. 泉谷 大輔 PALAISTRA 山口 暖 KRAZY BEE

28㎏級級A エスマイリ 亜琉真 市川コシティ 中川 栞汰 小玉Jr. 橋本 滉人 松﨑Jr.

28㎏級級B 田巻 健成 BRAVE 松崎 拓馬 市川コシティ 大澤 琥太朗 GOLDEN STAR

30㎏級級 鈴木 凛々愛 WAKO 直江 重鳳 下野サンダー

+30㎏級級 関谷 頼樹 さくら市 上野 佑真 みぶチビッコ 佐藤 大真 小玉Jr.

20㎏級級 神谷 朱音 取手

22㎏級級A 柴原 颯太 ＦＦＣ 田邊 波 磯工ベアーズ 牧 蒼太朗 GENスポーツ

22㎏級級B 齋藤 航誠 小玉Jr. 本名 奏天 巻っずクラブ

22㎏級級C 橋本 和貴 市川コシティ 新妻 一沙 小玉Jr. 山本 明奈 松戸Jr.

24㎏級級A 永井 斗真 市川コシティ 小島 凛晴 野田 小谷野 勇希 下野サンダー

24㎏級級B 降矢 純平 BRAVE 保坂 朱音 ポゴナクラブジム 冨田 龍輝 だっぺクラブ

24㎏級級C 原 丹胡璃 WRESTLE-WIN 福原 蒼大 沼津 太田 柚香 みぶチビッコ 菊地 陽太 ひたちなか

26㎏級級A 山本 岐 東伊豆Jr. 清瀬 劉孔 ＦＦＣ 加藤 藍丸 ドン・キホーテ

26㎏級級B 土屋 悠空 WRESTLE-WIN 小笠原 櫂真 フェニックス 田中 葉奈 ＦＦＣ

26㎏級級C 金子 蒼空 BRAVE 佐藤 瑛人 AACC 稲葉 広人 松戸Jr.

26㎏級級D 森田 琉碧 ひたちなか 木場 理人 市川コシティ 横山 真之 WAKO

26㎏級級E 諸見 逞人 ＦＦＣ 吉永 昊生 トイカツ道場 山本 涼太 市川コシティ 林 碧己 BRAVE

26㎏級級F 野出 貴史 アライアンス 岡田 拓樹 フェニックス 小林 大剛 GENスポーツ

28㎏級級 保坂 樹奈 小玉Jr. 横瀬 悠生 クリナップ 橋本 柾人 松﨑Jr.

30㎏級級A 土肥 利羽 KRAZY BEE 今室 有惺 取手 酒井 禅 野田 永井 琥一朗 BRAVE

30㎏級級B 野澤 直樹 小玉Jr. 塚本 蒼大 霞ヶ浦アンジュ

30㎏級級C 佐藤 洸翔 フェニックス 大川 光紀 霞ヶ浦アンジュ

32㎏級級A 大内 悠輝 パラエストラ 真島 好花 巻っずクラブ

32㎏級級B 松崎 凰我 PALAISTRA 粟野 和夏 市川コシティ

+32㎏級級A 水橋 毅 松戸Jr. 諸星 悠也 PUREBRED 小室 慶太朗 WRESTLE-WIN

+32㎏級級B 上野 快斗 みぶチビッコ 田中 蒼悟 フェニックス 丸山 琥太郎 小玉Jr.

２年生

階級 第１位 第２位 第３位

年長

１年生


