
学年 階級

１７㎏級 古市  　せら 野田レスリング 依田 　尚樹 佐久市レスリング フェレロ友理 KRAZYBEE 戸塚   花思 関宿レスリング

１９㎏級 〇及川  美優 東海ジュニア 小嶋 　彩希 若葉レスリング 加藤   陸駆 関宿レスリング 菅原   早穂 横浜ベアーズ

２２㎏級 小笠原櫂真 フェニックスクラブ 永井   斗真 ＫＩＮＧ’ＳＪｒ　 押山   暖祈 郡山レスリング 加藤   藍丸 郡山レスリング

＋２２㎏級 大内 　悠輝 チームリバーサル 嵐     唯翔 郡山レスリング 片桐 　温飛 MANA wrestling 福田 ここな 邑楽ジュニア

２２㎏級 〇椎名  遙玖 チームリバーサル 片岡  　　優 チームリバーサル 鈴木   武蔵 関宿レスリング 石川 　颯斗 下野サンダーキッズ

２４㎏級 川島 　梨花 下野サンダーキッズ 渡部   愛斗 田島チビッ子 中田暁之進 大子ジュニア 加藤    　空 関宿レスリング

２６㎏級 古市 　大翔 野田レスリング 花井   颯介 下野サンダーキッズ 岩崎 　航大 KRAZYBEE 菅原   大志 横浜ベアーズ

２９㎏級 安威永太郎 GOLD　KID'S 戸辺 　昇輝 松﨑ジュニア 岩倉 　晋作 ＰＵＲＥＢＲＥＤ 廣橋 　悠貴 GOLD　KID'S 

３３㎏級 秋保　 大地 GOLD　KID'S 松井 　礼士 おおたスポーツアカデミー 大内  　　誠 ひたちなか市 藤森   玲次 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ

＋３３㎏級 荻野　 恵里 GOLD　KID'S 荻野 　友里 GOLD　KID'S 安藏 　諭一 大間々レスリング 諸星 　日菜 ＰＵＲＥＢＲＥＤ

２６㎏級 黒田   悠希 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ 渡辺   伊織 柏レスリング 西宮 　大翔 KRAZYBEE 小島　 来輝 野田レスリング

２９㎏級 助川 　遼成 ひたちなか市 山鹿　 辰士 GOLDEN　STAR 今尾 　龍太 チームリバーサル 岡田 　京太 龍ヶ崎レスリング 

３３㎏級 大背戸逞斗 ドン・キホーテ 片岡 　大河 チームリバーサル 平井 　希望 チームリバーサル 吉野 　飛来 ＰＵＲＥＢＲＥＤ

３８㎏級 古市 　一翔 野田レスリング 興野 　鉄史 ＰＵＲＥＢＲＥＤ 小嶋 　啓斗 若葉レスリング 佐々木陽琉 さくら市少年

４４㎏級 鈴木   飛来 東海ジュニア 三島　 大河 日立市レスリング 鈴木理一朗 KRAZYBEE 坂上 　翔琉 明和レスリング

＋４４㎏級 〇直江  重虎 下野サンダーキッズ 坂本 　悠貴 富岡市レスリング 藤田  　　順 ワセダクラブ 幸田   育士 巻っずレスリング

２６㎏級 吉川 　早紀 GOLD　KID'S 杉本 　愛莉 ＰＵＲＥＢＲＥＤ 井上 いまり 佐久市レスリング 今井陽菜佳 邑楽ジュニア

３０㎏級 〇蓮見  真帆 ひたちなか市 吉田 　海音 Ｋａｎ　Ｃｌｕｂ　 高橋  　まり 若葉レスリング 菱沼   綾南 RED BULL 

３６㎏級 原口　 真優 明和レスリング 横尾 　瑠衣 明和レスリング 阿久津ひなた 田島チビッ子 一野谷翔奈 田島チビッ子

＋３６㎏級 滝田   彩乃 大子ジュニア 鹿児島瑠夏 足利ミニレス 奥田   南桜 柏レスリング 林　    叶望  山中道場

３３㎏級 高野 　航成 チームリバーサル 山縣   天馬 横浜ベアーズ 児玉　 大生 桜花クラブ 佐々木力人 松﨑ジュニア

３７㎏級 加藤 　敦史 館林ジュニア 木村 　太智 チームリバーサル 及川   丈尊 東海ジュニア 山鹿 　正徳 GOLDEN　STAR

４２㎏級 白鳥 　夏希 佐久市レスリング 糸賀 　陽向 GOLD　KID'S 白鳥慶二郎 小諸キッズ 髙橋   祐人 伊勢崎スパークラーズ

４８㎏級 ◎五十嵐  開 田島チビッ子 長谷川虎次郎 下野サンダーキッズ  三井 　正信 高岡ジュニア 小嶋 　悠斗 若葉レスリング

５５㎏級 倉田 　康生 松﨑ジュニア 新井 　健人 ハナサキジュニア 高橋  　　黎 邑楽ジュニア

＋５５㎏級 北脇      杳 東海ジュニア 城所　 拓馬 おおたスポーツアカデミー 風間　 陽人 野田レスリング 矢作 　元貴 KRAZYBEE

３２㎏級 〇佐々木里菜 GOLDEN　STAR 黒田   望丘 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ 服部　 里桜 横浜デビルズｊｒ 田口　 刹奈 館林ジュニア

３８㎏級 金長 　史栞   和光少年少女 斉藤   朱憂 足利ミニレス 谷津   七海 邑楽ジュニア 長井   美緒 邑楽ジュニア

４５㎏級 鈴木   未結 東海ジュニア 山口 　夏月   和光少年少女 木村 　彩夏 チームリバーサル 細谷 　結衣 松﨑ジュニア

＋４５㎏級 大高   彩花 大子ジュニア 藤倉   優花 邑楽ジュニア 八木 　風花 フェニックスクラブ 小林 　久美 千代田ジュニア

４２㎏級 杉本 　陸斗 ＰＵＲＥＢＲＥＤ 河村    　歩 GOLD　KID'S 小沼 　魁成 チームリバーサル 高橋   一輝 千代田ジュニア

４７㎏級 平岡   大宙 逗子キッズ 佐々木風雅 松﨑ジュニア 小沼 　龍心 チームリバーサル 加賀田柊生 GOLD　KID'S 

５３㎏級 ◎大橋  寛介 チームリバーサル 築比地留偉 邑楽ジュニア 福田　　翔大 水戸市スポーツ少年団 鈴木   雷人 RED BULL

５９㎏級 萩原 　大和 ハナサキジュニア 計良　 涼介 ドン・キホーテ 久冨    　透 水戸市スポーツ少年団 田中  　　宙 チームリバーサル

６６㎏級 山倉 　孝介 八千代松陰中学校 阿部　  　光 明和レスリング 畑   将太郎 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ 辻    　隼成 若葉レスリング

７３㎏級 長谷川丈一郎 下野サンダーキッズ 後藤 　起位 館林ジュニア

＋73㎏級 山口    　翔 大間々レスリング 佐々木偉琉 松﨑ジュニア

４６㎏級 〇片岡  梨乃 チームリバーサル 宮原 　乙葉 おおたスポーツアカデミー 林　 夏美子 おおたスポーツアカデミー

５２㎏級 石井 　亜海 おおたスポーツアカデミー 清水   星那 邑楽ジュニア 瀬谷　 仁美 大間々レスリング 本田原　 鈴   和光少年少女

＋５２㎏級 高山 　凛子 下野サンダーキッズ 小林 　奏音 邑楽ジュニア 坂本 　捺菜 富岡市レスリング 河本    　晴 下野サンダーキッズ

　

部門

少年少女

中学生

　

中学生
男子

小学生
５・６年男

子

　期日；平成２８年３月２０日（日）　　　会場；みどり市民体育館　　５８チーム５４８名出場

◇個人の部（◎は最優秀選手賞，○は各部門優秀選手賞）

優勝

準優勝

小学生
５・６年
女子

小学生
１・２年

◇団体の部（１位１０点，２位５点，３位１点，４位以下０.1点，上位１０名の合計点）

中学生
女子

小学生
３・４年
男子

小学生
３・４年
女子

　  東海ジュニアレスリングクラブ　　　　 　　　41.4

　  おおたスポーツアカデミー         　　 　    16.2

　  GOLD　KID'S 　　　　　　　　　　 　  51.2

　  パラエストラ　チームリバーサル   23.1

　  パラエストラ　チームリバーサル    　 48.1  

　  下野サンダーキッズ                 　    21.0  

　

みどり市市制施行１０周年記念事業

優勝 第３位

準優勝 第３位

第2１回少年少女レスリング『おおまま大会』成績一覧

幼年


