
  第24回 中四国少年少女レスリング選手権大会兼
　 第５回 UDONチャレンジカップレスリング選手権大会結果報告　令和5年３月１2日(日）善通寺市民体育館

優勝 準優勝 第３位
中　四　国　団　体 高松レスリングクラブ リアンレスリングクラブ 大畠レスリングスポーツ少年団

第１位 第２位 第３位
年少・年中の部　16kg級 岩田 秋鳳（大畠） 藤川 粋灯（ジョイフル） 藤原 れい（多度津）
年少・年中の部　18kg級 伊内 滉人（徳山） 村上 結香（大畠） 鎌倉 虎徹（岡山）
年少・年中の部　20kg級 勝部 紗衣（リアン） 柳本 喜一（大畠） 大川 夏空（大畠）
年少・年中の部+20kg級 廣田 大地（大畠） 船越 真生（倉吉） 原口 巧（松江）
年長の部　　　　17kg級 大川 紬喜（リアン）
年長の部　　　　19kg級 和田 海星（リアン） 大垣 海彩（徳山） 松岡 風花（徳山）
年長の部　　　　21kg級 森 栄人（綾川） 廣實 律士（徳山） 山脇 可武以（倉吉）
年長の部　　　　23kg級 佐藤 源己（ジョイフル） 佐渡 千花（広島） 中山 駿汰（広島）
年長の部　　　+23kg級 矢野 義晃（今治） 垰田 涼灯（松江） 菊島 りゅうのすけ（多度津）
年長の部　　　+30kg級 平山 真大（ジョイフル） 神野 充希（松山）
小学1,2年生の部 20kg級 岩田 善寿（大畠） 石井 佑奈（松山） 船川 桃花（高松）
小学1,2年生の部 22kg級 山田 有華（東広島） 津田 彩（東広島） 川田 理央奈（すくも）
小学1,2年生の部 24kg級 佐野 桜太（東広島） 佐野 凌太（東広島） 大垣 和賢（徳山）
小学1,2年生の部 26kg級 伊勢 麿弘（ジョイフル） 中島 侑李（加茂） 三柳 圭司朗（高松）
小学1,2年生の部 28kg級 佐藤 剛己（ジョイフル） 伊藤 晶（加茂） 持田 遥輝（加茂）
小学1,2年生の部 30kg級 岩田 騎颯（大畠） 宮原 琉乃介（浅口） 竹内 さつき（松江）
小学1,2年生の部 33kg級 原口 元希（松江） 西 彩惠（広島）
小学1,2年生の部+33kg級 遠藤 龍太（高松） 四本 和志（高松） 津田 明（東広島）
小学1,2年生の部 +39kg級 廣實 珀士（徳山） 山口 万智（くらしき） 松浦 翔（八幡浜）
小学3,4年生の部 24kg級 岡 晋司（東広島）
小学3,4年生の部 26kg級 和田 龍星（リアン） 村上 嵩輔（松山） 竹元 千潮（FIVE☆STAR）
小学3,4年生の部 28kg級 福原 岬輝（徳山） 小丸 絢新（徳山） 髙畑 怜大（岡山）
小学3,4年生の部 30kg級 扇子 凌介（善通寺） 楠見 海（隠岐島前） 小林 拓巳（松江）
小学3,4年生の部 33kg級 下田 純平（高知） 山下 琥珀（すくも） 田中 晴琉（多度津）
小学3,4年生の部 36kg級 松原 圭亮（リアン） 濱田 虎大郎（すくも） 奥本 翔（隠岐島前）
小学3,4年生の部 39kg級 長谷井 嵩（岡山） 片岡 凉（高知） 藤本 琥太郎（徳山）
小学3,4年生の部 42kg級 勝部 公貴（リアン） 持田 光紀（加茂） 加藤 春斗（高松）
小学3,4年生の部 46kg級 山根 賢吾（隠岐島前） 森山 太心（松山）
小学3,4年生の部 50kg級 松岡 拓海（徳山） 森平 龍月（八幡浜）
小学3,4年生の部+50kg級 四本 和希（高松）

小学3,4年生女子の部30kg級 細谷 朱里（高松） 藤原 芽生（多度津） 井脇 優奈（東広島）
小学3,4年生女子の部33kg級 阿達 青空（松山） 西村 澄珠菜（多度津） 音泉 夢希菜（善通寺）
小学3,4年生女子の部36kg級 福田 和奏（東広島） 尾松 花楓（善通寺） 相原 碧緯（松山）
小学3,4年生女子の部42kg級 村上 優奈（大畠） 名越 彩穂（隠岐島前）

小学5,6年生の部 30kg級 西村 侑毘（リアン） 木山 泰夢（笠岡） 渡辺 柊平（善通寺）
小学5,6年生の部 33kg級 宮田 一毅（東広島） 稗田 湊（チャレンジ） 村上 陸斗（大畠）
小学5,6年生の部 36kg級 伊藤 辰福（FIVE☆STAR） 鳥谷 紘生（総円心館） 西尾 紗羽（東広島）
小学5,6年生の部 39kg級 遠藤 丈大（高松） 佐々木 貴一（八幡浜） 藤本 心優士（徳山）
小学5,6年生の部 42kg級 山崎 心士朗（徳山） 伊内 翔絃（徳山） 秦野 靖堂（米子）
小学5,6年生の部 46kg級 尾松 真人（善通寺） 福田  翔大（浅口） 持田 陽海（加茂）
小学5,6年生の部 50kg級 小林 秋斗（高松） 土居 康士朗（今治） 田邊 秀（浅口）
小学5,6年生の部 55kg級 日下 斗亜（高松） 平原 音翔（宇和島） 丹地 泰雅（くらしき）
小学5,6年生の部 60kg級 乙武 資貴（高松）
小学5,6年生の部 65kg級 片松 幸誠（高松）

小学5,6年生女子の部33kg級 植松 笑花（東広島） 橋本 夢来（隠岐島前）
小学5,6年生女子の部38kg級 谷口 花歩（FIVE☆STAR） 竹村 萌（すくも） 安渡 梨央（徳山）
小学5,6年生女子の部42kg級 我田 みのり（大畠） 楠見 真波（隠岐島前） 櫻井 つきの（高知）
小学5,6年生女子の部50kg級 吾郷 綺咲（加茂） 宮本 彩羽（すくも） 片岡 千怜（高知）
小学5,6年生女子の部55kg級 山根 一夏（隠岐島前） 小嶋 望心（すくも） 名越 夏芽（隠岐島前）

　　中学生の部 38kg級 齊藤 陽葵（大畠） 坂田 稜（笠岡）
　　中学生の部 41kg級 錦織 楓真（加茂） 小宮 瑠雅（高農） 吾郷 煌介（加茂）
　　中学生の部 44kg級 阿達 日煌（松山） 野崎 七音（高松北中） 福原 光哉（徳山）
　　中学生の部 48kg級 飯田 暁斗（FIVE☆STAR） 中元 心哉（大畠） 竹村 碧維（すくも）
　　中学生の部 52kg級 山崎 玄稀（徳山） 金子 峻也（東広島） 音泉 森太郎(多度津）
　　中学生の部 57kg級 西川 流央（多度津） 安渡 友貴（徳山） 内海 鼓鉄（三次）
　　中学生の部 62kg級 中平 旭（ジョイフル） 岡 大陽（多度津） 松原 壮亮（リアン）
　　中学生の部 68kg級 市原 工裕（高松） 紫和 純平（善通寺） 國利 昴樹（三次中）
　　中学生の部 75kg級 池田 咲太郎（松山） 小山 輝才（三次） 村本 恵二郎（高農）
　　中学生の部 85kg級 村本 紳一郎（高農） 石原 楽大（高松北中） 馬場 榛貴（ジョイフル）

　　中学生女子の部 42kg級 木村 椿（高松北中） 国重 心（徳山） 宮田 芽依（東広島）
　　中学生女子の部 46kg級 中元 彩愛（大畠）
　　中学生女子の部 50kg級 前原 亜梨沙（大畠）
　　中学生女子の部 54kg級 下田 結月（高知） 佐藤 七菜香（高農） 宮本 怜羅（すくも）
　　中学生女子の部 58kg級 柳生 実咲（ジョイフル） 平原 彩花音（城南中）
　　中学生女子の部 62kg級 竹元 蘭羅（FIVE☆STAR）

参加人員　幼年、小学生、中学生、327名　


