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■ アップ時間割表 / 22日・23日 ■ 

※７月21日は、フリー利用（20分程度の時間入れ替え制）となります。11:00～14:30までご利用頂けま

す。係員の誘導や館内アナウンスに従ってください。 

Ａマット (22日～23日の練習時間は、１コマ13分間です) 

8：10～8：23 8：24～8：37 8：38～8：51 8：52～9：05 9：06～9：20 

(北海道) 札幌ちびっ子 

レスリングクラブ 
(岩手) 山田レスリング 

(茨木) 水戸市レスリング 

スポーツ少年団

(群馬) さくら市少年 

レスリングクラブ 

埼玉) 和光少年少女 

レスリングクラブ 

(北海道) 旭川レスリング 

クラブ 

(岩手) RED BULL 

WRESTLING CLUB 

(茨木) ひたちなか市 

レスリングスポーツ少年団

(群馬) 下野サンダー 

キッズレスリング 

(埼玉) 栄魂倶楽部ジュニ

アレスリングスクール 

(北海道) 帯広レスリング 

クラブ 

(秋田 体力づくり教室 

杉田道場 

(茨木) 大子ジュニア 

レスリングクラブ
(群馬) Kan Club (埼玉) PUREBRED 

(北海道) 天塩ちびっ子 

レスリング少年団 

(秋田) 勲武館 

レスリング道場 

(茨木) 日立市レスリング 

クラブ 

(群馬) MANA 

wrestling team 
(埼玉) はんのう山中道場

(北海道) ジュニア 

レスリングクラブ士別 
(秋田) 天王キッズクラブ 

(茨木) 龍ヶ崎レスリング 

クラブ 

(群馬) 館林ジュニア 

レスリングクラブ 
(埼玉) ポゴナ・クラブジム

(青森) 八戸クラブ 
(山形) 米沢レスリング 

クラブ 

(茨木) 取手レスリング 

クラブ 

(群馬) 千代田ジュニア 

レスリングクラブ 
(埼玉) フェニックスクラブ

(青森) レスリングチーム 

青森クラブジュニア 

(山形) Future Dream 

Wrestling Club 

(茨木) 霞ヶ浦アンジュ 

レスリングクラブ 

(群馬) 明和レスリング 

クラブ 

(千葉) 松戸ジュニア 

レスリングクラブ 

(青森) 野辺地ジュニア 

レスリングクラブ 

(福島) 郡山 

レスリングクラブ 

(茨木) T-KIDS 

レスリングクラブ 

(群馬) おおたスポーツ 

アカデミー 

(千葉) 佐倉レスリング 

クラブ 

(青森) 十和田 

レスリングクラブ 

(福島) 田島チビッ子 

レスリング 

(茨木) 猛禽屋レスリング 

クラブ 

(群馬) 邑楽ジュニア 

レスリングクラブ 

(千葉) 松﨑ジュニア 

レスリングクラブ 

(青森) 六ヶ所レスリング 

クラブ北部根性會 

(福島) クリナップキッズ 

いわきレスリングクラブ 
 (群馬) PALAISTRA  

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一 

 

 

Ｂマット (22日～23日の練習時間は、１コマ13分間です) 

8：10～8：23 8：24～8：37 8：38～8：51 8：52～9：05 9：06～9：20 

(千葉) 小玉ジュニア 

レスリングクラブ 

(千葉) 市川コシティ 

クラブ 

(東京) フィギュア 

 フォー クラブ 
(東京) GOKITA GYM 

(神奈川) 秋本道場 

 jungle junction 

(千葉) 関宿レスリング 

クラブ 

(東京) 木口道場 

レスリング教室 
(東京) KRAZY BEE 

(東京) イランレスリング 

クラブ 
(神奈川) FIRE BOYS 

(千葉) 柏レスリング 

クラブ 
(東京) 髙田道場 (東京) LOTUS世田谷 

(東京) 大森レスリング 

クラブ 

(神奈川) 横浜デビルズ 

ジュニアレスリングクラブ 

(千葉) 野田レスリング 

クラブ 
(東京) ＡＡＣＣ (東京) BRAVE 

(東京) LIZE 

 KID's wrestling 

(神奈川) TEAM BISON'S

 by SENSHU UNIV 

(千葉) GOLDEN STAR レ

スリングクラブ 

(東京) 練馬ジュニア 

レスリング谷原くらぶ 
(東京) レッスルウィン 

(神奈川) 横須賀ジュニア 

レスリングクラブ 

(神奈川) 磯工ベアーズ 

レスリングクラブ

(千葉) パラエストラ 

 チーム リバーサル 
(東京) GOLD KID'S (東京) アライアンス 

(神奈川) 東海ジュニア 

レスリングクラブ 

(神奈川) NSP上溝 

TEAM-PHOENIX

 (東京) 第六機動隊 

少年レスリング部 

(東京) TEAM 

ドン・キホーテ 

(神奈川) 逗子キッズ 

レスリングクラブ 

(神奈川) NEXUS  

TEAM YOKOSUKA

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一 
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※７月21日は、フリー利用（30分程度の時間入れ替え制）となります。11:00～14:30までご利用頂けま

す。係員の誘導や館内アナウンスに従ってください。 
 

Ｃマット (22日～23日の練習時間は、１コマ13分間です) 

8：10～8：23 8：24～8：37 8：38～8：51 8：52～9：05 9：06～9：20 

(山梨) 山梨ジュニア 

レスリングクラブ 

(富山) 黒部レスリング 

スポーツ少年団 

(福井) 越前市レスリング 

スポーツ少年団 

(岐阜) 大垣市 

レスリング少年団 

(静岡) 焼津リトル 

ファイターズ 

(山梨) 北杜レスリング 

スポーツ少年団 

(富山) 高岡ジュニア 

レスリングクラブ 

(福井) 福井レスリング 

クラブ 

(岐阜) 中津川ジュニア 

レスリングクラブ 

(静岡) 長泉ファイティング

エンジェルス 

(長野) 佐久市レスリング 

教室クラブ 

(富山) 滑川ジュニア 

レスリングチーム 

(福井) 敦賀少年 

レスリングクラブ 

(岐阜) 加茂農林ジュニア 

レスリングクラブ 

(静岡) 沼津学園ジュニア

レスリングクラブ 

(長野) 小諸キッズ 

レスリングクラブ 
(富山) 富山西部キッズ 

(福井) FUKUI 

 えんま CLUB 

(静岡) 修善寺キッド 

レスリングクリニック 

(愛知) 刈谷レスリング 

クラブ 

(長野) 上田レスリング 

スポーツ少年団 

(石川) 金沢ジュニア 

レスリングクラブ 

(岐阜) 羽島市 

レスリング連盟 

(静岡) 焼津ジュニア 

レスリングスクール 

(愛知) 常滑市 

レスリング教室 

(新潟) 桜花レスリング 

クラブ 

(石川) 志賀町ジュニア 

レスリング教室 

(岐阜) マイスポーツ 

ハウス 

(静岡) 沼津レスリング 

クラブ 
  

(新潟) 巻っず 

レスリングクラブ 

(福井) おおいレスリング 

クラブ 
      

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一 

 

 

Ｄマット (22日～23日の練習時間は、１コマ13分間です) 

8：10～8：23 8：24～8：37 8：38～8：51 8：52～9：05 9：06～9：20 

(愛知) 一宮レスリング 

クラブ 

(三重) 鳥羽・ジュニア 

レスリングクラブ 

(京都) 京都海洋 

レスリング教室 

(大阪) 堺ジュニア 

レスリングクラブ 

(兵庫) 猪名川 

レスリングクラブ 

(愛知) 日進レスリング 

クラブ 

(三重) 桑名レスリング 

クラブ 

(京都) 舞鶴レスリング 

教室 

(大阪) 寝屋川市青少年 

レスリング連盟 

(兵庫) 三恵海運株式会 

社レスリング部 

(三重) 一志ジュニア 

レスリング教室 

(三重) いなべレスリング 

クラブ 

(大阪) 吹田市民 

レスリング教室 

(大阪) エンジョイ 

レスリングクラブ 

(兵庫) 神戸高塚 

レスリングクラブ 

(三重) 四日市ジュニア 

レスリングクラブ 

(滋賀) 滋賀レイクスター 

ズレスリングクラブ 

(大阪) 高槻市 

レスリング連盟 

(大阪) T.K.D 

キッズレスリング 

(奈良) 斑鳩 

レスリングクラブ 

  
(滋賀) 日野レスリング 

     クラブ 
  

(大阪) 茨木市 

レスリング教室 
 

  
(京都) 網野町少年 

レスリング教室 
      

  
(京都) 京都八幡ジュニア

レスリングクラブ 
      

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一 
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※７月21日は、フリー利用（30分程度の時間入れ替え制）となります。11:00～14:30までご利用頂けま

す。係員の誘導や館内アナウンスに従ってください。 
 

Ｅマット (22日～23日の練習時間は、１コマ13分間です) 

8：10～8：23 8：24～8：37 8：38～8：51 8：52～9：05 9：06～9：20 

(和歌山) 和歌山ジュニア 

レスリングクラブ 

(島根) 加茂B&G 

レスリングクラブ 

(山口) 斉藤道場レスリン 

グスポーツ少年団

(山口) 大畠レスリング 

スポーツ少年団 

(高知) 高知レスリング 

クラブ 

(和歌山) 新宮ジュニア 

レスリングクラブ 
(島根) Lien wrestling club

(山口) チャレンジ 

レスリングクラブ 

(徳島) ジョイフル 

レスリングクラブ 

(高知) 極東ジュニア 

レスリングクラブ 

(和歌山) 和北クラブ 

ジュニアレスリング 
(島根) 隠岐島前.Jr 

(山口) 徳山チビッ子 

レスリングクラブ 

(香川) 高松レスリング 

クラブ 

(高知) すくもレスリング 

クラブ 

(鳥取) 倉吉レスリング 

クラブ 

(岡山) 笠岡少年 

レスリングクラブ 

(山口) 小郡BRONCOS 

レスリングクラブ 

(香川) 善通寺 

レスリングクラブ 

(福岡) 北九州 

レスリングクラブ 

(島根) 松江レスリング 

クラブ 
(岡山) 高農クラブ 

(山口) ファイブ☆スター 

レスリングアカデミー 

(香川) 綾川 

レスリングクラブ 

(福岡) 三井ラビット 

レスリングクラブ 

(島根) くにびき 

ファイティング 

(岡山) 倉敷 

レスリングクラブ 
  

(香川) 多度津レスリング 

スポーツ少年団 
  

  
(広島) 東広島ジュニアレ

スリングスポーツ少年団 
  

(愛媛) 松山レスリング 

クラブ 
  

  
(広島) 広島 

レスリングクラブ 
      

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一 

 

Ｆマット (22日～23日の練習時間は、１コマ13分間です) 

8：10～8：23 8：24～8：37 8：38～8：51 8：52～9：05 9：06～9：20 

 (福岡)グラップラーズ 

・ギルド 

 (佐賀) 鳥栖レスリング 

クラブ 

 (長崎) 有明レスリング 

クラブ 

 (熊本) タイガーキッズ 

レスリングクラブ 

 (鹿児島) 沖永良部 

レスリングクラブ 

 (福岡) 髙田道場福岡 

やずやキッズクラブ 

 (佐賀) 鹿島レスリング 

クラブ 

 (長崎) 南島原レスリング

クラブ 

 (大分) 佐伯ちびっ子 

レスリングクラブ 

 (鹿児島) 鹿児島 

レスリングクラブ

 (福岡) 自由ヶ丘 

レスリングクラブ 

 (長崎) 東長崎レスリング

クラブ 

 (長崎) 大村ジュニア 

レスリングクラブ

 (大分) NBUジュニア 

レスリングクラブ 

 (鹿児島) 鹿屋 

レオキッズ 

 (福岡) 3RINGS レスリン

グスポーツ少年団 

 (長崎) 島原レスリング 

スクール 

 (熊本) 熊本レスリング 

クラブ 
 (宮崎) 宮崎イースト 

 (鹿児島) TEAM 

☆SATSUMA 

 (福岡) レスリング 

OBENO 
  

 (熊本) 上熊本 

レスリングクラブ

 (宮崎) Wellness Kids 

 都城レスリングクラブ 

 (沖縄) てだこジュニア 

レスリングクラブ

 (福岡) 近藤レスリング 

道場 
    

 (宮崎) くしまグリーン 

ホースクラブ 

 (沖縄) OJキッズ 

レスリングクラブ

        
 (沖縄) やんばる 

レスリングクラブ

あくしゅ・あいさつ・ありがとう / めざせ！ マナーも日本一 

 

NPO法人全国少年少女レスリング連盟 

第34回全国少年少女レスリング選手権大会 

大会実行委員会 


