
第20回北信越少年少女レスリング選手権大会

第16回北信越中学生レスリング選手権大会

区        分 第    １    位 第    ２    位 第    ３    位 第    ３    位

幼年の部 西村　徠輝 清水　蘭生

17kg級 志賀町 佐久

幼年の部 神田　侑耶 加藤　風輝 中尾　夏美 銅子　蒼汰

19㎏級 志賀町 上田 高岡 高岡

幼年の部 清水　睦華 佐々木　みそら 村下　こころ 洞口　大楽

21㎏級 黒部 金沢 金沢 マイスポーツ

幼年の部 宮﨑　啓伍

23㎏級 上田

幼年の部 中駄　悠喜 川邑　祈心 赤瀬　智紀

+23kg級 志賀町 富山第一 茨木

小学１～２年の部 大門　明日香 中陳　通世 中西　瑠煌斗 西村　清杜

20㎏級 志賀町 黒部 黒部 志賀町

小学１～２年の部 佐生　勝飛 中島　芽那 野坂　勇人 古川　恭平

22㎏級 滑川 福井 福井えんま おおい

小学１～２年の部 永谷　恋彩 菊田　悠仁 加藤　恒輝 浦田　将矢

24㎏級 志賀町 志賀町 上田 滑川

小学１～２年の部 木村　海翔 寺山　心陽 白崎　希歌 川端　旭飛

26㎏級 志賀町 高岡 志賀町 金沢

小学１～２年の部 馬場　智久 庵野　武琉　 井出　穏 村下　舜

28㎏級 敦賀 広陵 小諸 金沢

小学１～２年の部 南嵜　柊宥

30㎏級 敦賀

小学１～２年の部 角谷　芽咲 岡本　彩希 瀧沢　羚太

32㎏級 高岡 滑川 佐久

小学１～２年の部 中泉　元寿 中駄　大瑛 観堂　幸夏 坂野　蒼空

+32㎏級 志賀町 志賀町 滑川 茨木

各階級入賞者一覧表
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第20回北信越少年少女レスリング選手権大会

第16回北信越中学生レスリング選手権大会

区        分 第    １    位 第    ２    位 第    ３    位 第    ３    位

小学３～４年の部 古澤　陸 堤　芽衣子 山田　隆一郎 依田　尚樹

26㎏級 茨木 マイスポーツ 福井えんま 佐久

小学３～４年の部 古澤　健 永谷　梨愛 水橋　多聞 山出　笑寿

28㎏級 茨木 志賀町 金沢 福井えんま

小学３～４年の部 中泉　創 阿部　和武 本崎　友聖 寺本　虎正

30㎏級 志賀町 巻っず 黒部 おおい

小学３～４年の部 日浦　璃毘兎 小林　大峨 平井　翔大 江部　太河

33㎏級 越前市 高岡 上田 新潟ブルドッグズ

小学３～４年の部 和泉　諒亮 品田　貫太朗 早月　麗央 古谷　虎大

36㎏級 金沢 新潟ブルドッグズ 滑川 マイスポーツ

小学３～４年の部 浦田　竣矢 山本　煌流 北村　帆隆 有澤　陽輔

39㎏級 滑川 敦賀 おおい 黒部

小学３～４年の部 庵野　桜暉 川部　那真 沖田　偉風 北條　敦也

+39kg級 広陵 ゼントータル 富山第一 上田

小学女子３～４年の部 青木　瞳和 山本　心咲 児玉　真奈

24㎏級 上田 福井えんま 桜花

小学女子３～４年の部 本名　奏天 川田　季令

28㎏級 巻っず 桜花

小学女子３～４年の部 横山　けいと 長谷川　結 栢森　友花

30㎏級 巻っず 新潟ブルドッグズ 桜花

小学女子３～４年の部 真島　好花

+36㎏級 巻っず
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区        分 第    １    位 第    ２    位 第    ３    位 第    ３    位

小学５～６年の部 大門　陸翔 熊野　聡亮 堤　利空

30㎏級 志賀町 福井 巻っず

小学５～６年の部 櫻井　裕紀 高橋　陸希

32㎏級 小諸 桜花

小学５～６年の部 古澤　大和 　依田　朋樹 庵野　琥士朗 竹内　斗真

34㎏級 茨木 佐久 広陵 敦賀

小学５～６年の部 永谷　優來 松下　愛弥 　木野　孝士 白崎　仁也

36㎏級 志賀町 黒部 金沢 志賀町

小学５～６年の部 飯山　福斗 松本　倖希 稲田　将 山出　稜己

39㎏級 マイスポーツ 志賀町 黒部 福井えんま

小学５～６年の部 野坂　英壱 橋本　宗幸 水倉　力 大庭　悠生

42㎏級 福井えんま 上田 巻っず 高岡

小学５～６年の部 大門　大翔 中山　木の実 坂井　柚希 山本　悠大

46㎏級 志賀町 福井 新潟ブルドッグズ 福井えんま

小学５～６年の部 堤　大智 倉崎　暁 里村　絆徳 川原　翔希

50㎏級 マイスポーツ 上田 巻っず 富山第一

小学５～６年の部 渡邉　哲平 岡田　稜望 宮　真広

+50㎏級 福井えんま 福井 新潟ブルドッグズ

小学女子５～６年の部 　加藤　未紗 佐々木　ひまり 浅川　凛

28㎏級 越前 金沢 佐久

小学女子５～６年の部 棚田　紗雪 佐藤　瑚々美 川部　恭那 伊藤　寧音

33㎏級 茨木 福井 ゼントータル 小諸

小学女子５～６年の部 直井　詩空 中陳　由加 今田　葵

36㎏級 マイスポーツ 黒部 巻っず

小学女子５～６年の部 谷内　絵美里 南嵜　さえ 能勢　姫茉 美斉津　絵理奈

40㎏級 志賀町 敦賀 新潟ブルドッグズ 小諸

各階級入賞者一覧表
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区        分 第    １    位 第    ２    位 第    ３    位 第    ３    位

中学生男子の部 松本　勇莉 徳永　瑛照 水澗　雄吾

32～38㎏級 志賀町 BISON'S 志賀町

中学生男子の部 井上　雄星

42㎏級 佐久

中学生男子の部 大垣内　蓮斗 上村　隆太郎 木野　大士

47㎏級 志賀町 八海 金沢

中学生男子の部 依田　晴樹 直井　夢希 谷　咲馬 飯野　皓介

53㎏級 佐久 マイスポーツ ゼントータル 新潟ブルドッグズ

中学生男子の部 倉崎　暖 坂木　颯来 堀　貴翔 大場　虎之介

59㎏級 上田 滑川 高岡 MIYAHARA

中学生男子の部 我満　直生 宮崎　楓大 髙嶋　龍鳳 本田　一

66㎏級 福井 志賀町 高岡 巻っず

中学生男子の部 赤坂　和哉 木村　友也

73㎏級 志賀町 志賀町

中学生女子の部 圓山　倖羽 井上　いまり

37㎏級 マイスポーツ 佐久

中学生女子の部 岡田　夢生 美斉津　杏奈

44㎏級 志賀町 小諸

中学生女子の部 今井　七彩 清水　陽菜

48㎏級 マイスポーツ 黒部

中学生女子の部 赤坂　美涼 山田　陽菜

52㎏級 志賀町 福井

中学生女子の部 八嶋　那乃羽

57㎏級 高岡

各階級入賞者一覧表
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