
学年 階級

１４kg級 近藤　玲弥 近藤道場 山縣　虎知 OBENO 川添　瑞月 フェニックス
１５kg級 後藤　優羽 高田道場 福田　浩太郎 北九州 楢木野　護 上熊本
１６kg級 岡本　立志 鳥栖 祝迫　万縁 北九州 城戸　拓真 OBENO
１８kg級 竹下　伊織 OBENO 三島　伊織 北九州 佐藤　千聖 北九州
１９kg級 全　叶太 北九州 竹中　蒼志 佐伯 古村　駿典 高田道場
２０kg級 首藤　崇介 佐伯 馬場　大芽 有明 長田　大和 フェニックス
２５kg級 小西　琉唯人 タイガーキッズ 小野田　晟大 高田道場 三島　蒼太 北九州
１８kg級 石川　晴基 OBENO 城戸　春馬 OBENO 吉長　和真 大畠
１９kg級 加治　誠士郎 OBENO 君嶋　翠 高田道場 塩見　聡大 築上
２２kg級 松尾　綾乃 鹿島 森　帝雅 高田道場 山本　心結 OMURA
２４kg級 松尾　怜咲佑 佐伯 農坂　橙麻 北九州 田中　麗香 鹿児島
３１kg級 古賀　翔馬 北九州
２０kg級 緒方　陸人 北九州 小丸　絢新 徳山 福原　岬輝 徳山

２２kg級A 長友　玲雄 フェニックス 上瀧　悠聖 鹿島 江藤　かん奈 くしま
２２kg級B 入江　綜亮 北九州 藤田　拳成 OBENO 松原　正宗 鳥栖
２３kg級 黒木　涼太 フェニックス 宮田　一毅 東広島 清水　大雅 鹿島

２４kg級Ａ 小野田　晃大 高田道場 近藤　瑞姫 近藤道場 緒方　壱牙 北九州
２４kg級Ｂ 今田　蒼大 高田道場 西尾　紗羽 東広島 山縣　仁竜 OBENO
２５kg級 大塚　洋慶 宮崎イースト 古村　瞭典 高田道場 森　劉琥 高田道場
２７kg級 伊内　翔絃 徳山 長田　小徹 フェニックス 清水　奈央 鹿島
３０kg級 福丸　風雅 ベスポ 坂元　杏 鹿屋 尾花　稔介 高田道場
３３kg級 田島　愛梨 北九州 橋本　出雲 OMURA 濱崎　春馬 大村
３９kg級 塩見　泰生 築上 井上　怜 鳥栖 古賀　彩音 北九州
２４kg級 濵﨑　大智 OMURA 齋藤　陽葵 大畠 鈴木　菜花 くしま
２６kg級 川崎　綜友 くしま 實重　良助 松江 伊藤　辰福 ファイブ☆スター
２８kg級 友清　里依咲 ３RINGS 山崎　心士朗 徳山 住𠮷　良太 徳山
２９kg級 大山　塁児 高田道場 吉田　天洸 南島原 古城　那粋 ファイブ☆スター
３０kg級 山崎　玄稀 徳山 中村　紅杏 くしま 山田　利空 築上
３２kg級 井黒　寛太郎 くしま 松原　虎太郎 鳥栖 奥村　瑛斗 大分
３６kg級 馬場　奎人 有明 髙村　一喜 鳥栖 久保　馨士朗 東長崎
３８kg級 伊内　湊音 徳山 寺岡　樹生 佐伯 辻　 晴也 北九州
４３kg級 井原　福侍朗 フェニックス 中水　匠 北九州 林田　龍之介 有明
４９kg級 北原　甲輝 高田道場 田中　凛香 鹿児島 上妻　莉碧 宇城アロー
２６kg級 西尾　羽珠 東広島 谷口　花歩 ファイブ☆スター 井上　さくら タイガーキッズ
３０kg級 宮田　芽依 東広島 国重　心 徳山 柴田　さくらこ ファイブ☆スター
３３kg級 黒木　美咲 フェニックス 宮田　葵 鹿児島 中島　天羅 鹿児島
３５kg級 仁多　弘子 高田道場 岩崎　友潤 鹿児島 住吉　由衣 上熊本
４５kg級 湯朝　みちる 北九州 小濱　昊晴 大畠 中元　彩愛 大畠
３１kg級 濵崎　康太郎 OMURA 松岡　栄翔 徳山 福原　幹太 徳山
３３kg級 本田　隆喜 タイガーキッズ 谷口　達哉 ファイブ☆スター 中元　心哉 大畠
３４kg級 川崎　堅心 くしま 村山　翔太郎 大村 前田　晟二 鳥栖
３５kg級 横山　大海翔 鹿児島 日野　天翔 広島 中村　一絆 鳥栖
３８kg級 永石　潤成 鹿島 砂川　空也 高田道場 小城　尽ノ輔 宮崎イースト
４０㎏級 白濱　敦之 築上 門田　武流 佐伯 農坂　大和 北九州
４４kg級 安渡　友貴 徳山 久保田　道大 綾川 伊内　愛董 徳山
５１kg級 住吉　智成 徳山 井上　寛太郎 タイガーキッズ 永吉　光汐 くしま
５８kg級 吉田　悠耶 OMURA 河野　功多朗 宮崎イースト 久保　颯士朗 東長崎
６６kg級 田中　初樹 北九州 小林　幸太郎 ファイブ☆スター 宮田　翔真 鹿児島
７８kg級 今村　正宗 鹿児島
３５ｋｇ級 前原　亜梨沙 大畠 大津　梨愛 有明 森田　歩 齋藤道場
３９ｋｇ級 宇土　奏美 鹿島 山下　世羽 北九州 中島　偲紗 鹿児島
４４㎏級 国重　友 徳山 伊知地　麻妃 鹿児島 山下　陽子 フェニックス
４９kg級 山縣　心 齋藤道場 大前　咲奈浬 佐伯 角森　愛桜 くしま
５３kg級 川迫　芽衣 くしま 佐藤　千愛 大畠 北原　くるみ 三井
５８ｋｇ級 小柴　ゆり 鳥栖 平野　蘭季来 佐伯
４０㎏級 小川　大和 南島原 湯浅　堅斗 ファイブ☆スター 内田　勇作 徳山
４５kg級 福冨　将大 OMURA 中島　拓摩 鳥栖 山田　聖麗 築上
４８kg級 安渡　翔 徳山 松原　拓郎 鳥栖 江口　昂志 徳山
５１ｋｇ級 長岡　幹太 ファイブ☆スター 久保園　琉生 鹿児島 佐藤　勇志 大畠
５４kg級 中村　真翔 鳥羽 河野　兼多朗 宮崎イースト 柴山　日向 北九州
５６ｋｇ級 曽野　壱晟 鳥羽 中村　玲偉 徳山 横山　未来翔 鹿児島
６０kg級 木山　樹 タイガーキッズ 白川  大虎 鳥栖 井原　虎太郎 フェニックス
６５㎏級 石原　弘幸 タイガーキッズ 三浦　修矢 鳥栖 内田　竜成 タイガーキッズ
７１kg級 井上　輪太郎 タイガーキッズ 中村　響希 鳥栖 田原　凌駕 宮崎イースト
８０kg級 掛川　零恩 徳山 迫田　優輝 宇城アロー 中西　広耀 タイガーキッズ
４５kg級 松尾　環那 鹿島 福丸　友羽 ベスポ 齊藤　虹心 大畠
４７㎏級 橋本　瑚仔 徳山 髙橋　桜子 築上 水谷　こころ くしま
５3㎏級 光谷　真都 ファイブ☆スター 師岡　桃子 北九州 内野　葉流 三井
５7㎏級 東　佐和 鹿児島 平田　琴音 ３RINGS

優秀選手賞 松尾　綾乃 鹿島
伊内　翔絃 徳山
井黒　寛太郎 くしま
宮田　芽依 東広島
住吉　智成 徳山
山縣　心 齋藤道場

橋本　瑚仔 徳山

最優秀選手賞 中村　真翔 鳥羽

最多フォール賞　 安渡　友貴 徳山
日野　天翔 広島

団体戦 65点
58点
56点

ベストレフリー賞 脇本　恭平（T-ＲＥＸレスリングクラブ）

第17回北九州レスリングフェスティバル結果一覧

第1位 第2位 第3位

幼年　年少・年中の部

幼年　年長の部

小学1・2年の部

小学5・6年男子の部

小学5・6年女子の部

中学生男子の部

小学3・4年男子の部

小学3・4年の女子の部

中学生女子の部

小学5･6年女子の部

中学生女子の部

小学1・2年の部
小学3・4年男子の部

中学生男子の部

小学3･4年女子の部
小学5.6年男子の部

幼年の部　　　　　　　

3位 タイガーキッズレスリングクラブ

最短フォール賞 　　　　　　 　

1位 徳山チビッ子レスリングクラブ
2位 高田道場福岡やずやキッズレスリング


