
学年 階級

17㎏級 伊藤 　義広 小諸キッズ 牧　 昂次朗 GENスポーツ 小森谷岳琉 大間々クラブ 松澤　    慧 アライアンス

19㎏級 山内   悠晟 田島チビッ子 菅原   早穂 磯工ベアーズ 坪井 　桜誠 MANA 奥山　 太陽 PUREBRED 

22㎏級  ○柴崎 　祢軌 クレイジービー 田中真紀斗 フェニックス 及川   美優 東海ジュニア 佐藤　 那都 ＢＲＡＶＥ

＋22㎏級 秋保    　光 GOLD　KID'S  石井    　心 松戸ジュニア 直江　 重鳳 下野サンダー 鈴木   琳媛 東海ジュニア

22㎏級 ○河又 　純大 ポゴナ・クラブ 草野   湧心 東海ジュニア 望月 　楓馬 FIREBOYS 牧 　蒼太朗 GENスポーツ

24㎏級 石橋 　哲弥 松戸ジュニア 髙野 　莉継 ポゴナ・クラブ 小原 　心花 FIREBOYS 小笠原櫂真 フェニックス

26㎏級 角本明日香 ドン・キホーテ 髙橋 　快人 ポゴナ・クラブ 依田 　朋樹 佐久市教室 山縣   卯月 磯工ベアーズ

29㎏級 土肥 　利羽 クレイジービー 本荘 　挑真 関宿レスリング 大庭　 悠生 高岡ジュニア 植田 　璃子 郡山クラブ

33㎏級 内藤暖次朗 ＢＲＡＶＥ 大内 　優輝 チームリバーサル 真島   好花 巻っず 水橋   　毅 松戸ジュニア

＋33㎏級 鈴木 　勝大 フェニックス 山田 　航大 チームリバーサル 稲葉 　遥飛 大森クラブ 大内　    誠 ひたちなか

26㎏級 椎名 　遥玖 チームリバーサル 中田暁之進 大子ジュニア 大谷健之輔 おおたスポーツ 永井　 舜喜 ＢＲＡＶＥ

29㎏級 安威永太郎 GOLD　KID'S  古市 　大翔 野田クラブ 菅原   大志 磯工ベアーズ 廣橋 　悠貴 GOLD　KID'S  

33㎏級 助川　 遼成 ひたちなか 山鹿 　辰士 GOLDEN　STAR 石井　 貫太 松戸ジュニア 戸辺 　昇輝 松﨑ジュニア

38㎏級 吉田  アリヤ 市川コシティ 依田 　晴樹 佐久市教室 小嶋 　啓斗 若葉クラブ 板井　 力毅 大間々クラブ

44㎏級 ○佐藤　 　 樹 GOLDEN　STAR 鳥居輪太朗 PALAISTRA 鶴屋 　浩斗 チームリバーサル 井上 　元太  和光少年少女

＋44級 西原　 丈陽 明和クラブ 澤田　 一輝 ＢＲＡＶＥ 塩田 　敦也 明和クラブ 小山 　和哉 邑楽Jr.

26㎏級 井上　いまり 佐久市教室 小岩 　芽以 小玉ジュニア 田中 　美羽 フェニックス 稲葉 　陽咲 MANA 

30㎏級 佐藤 　宝瑠 GOLDEN　STAR 山内 　悠妃 FIREBOYS 吉野 　美空 PUREBRED 興野 あかり PUREBRED 

36㎏級 ○木村 　美海 チームリバーサル 蓮見 　真帆 ひたちなか 菱沼　 綾南 RED BULL 諸星　 日菜 PUREBRED 

＋36㎏級 吉田    ロヤ 市川コシティ 大内 　真美 ひたちなか 石川　 実来 MANA 諸星 　菜夏 PUREBRED 

33㎏級 ◎山縣   天馬 磯工ベアーズ 近藤　 山人 Future Dream 岡田　 京太 龍ケ崎クラブ 植杉 　瑛州 はんのう山中

37㎏級 高野 　航成 チームリバーサル 片岡　 大河 チームリバーサル 吉野 　飛来 PUREBRED 内田 　怜児 ＢＲＡＶＥ

42㎏級 岡田 　卓己 松戸ジュニア 高橋 　柊生 松戸ジュニア 倉崎      暖 上田クラブ 高橋 　慧大 松戸ジュニア

48㎏級 古市 　一翔 野田クラブ 鈴木   飛来 東海ジュニア 前野 　修吾 小玉ジュニア 長谷川虎次郎 下野サンダー

55㎏級 金子 　晴翔 霞ヶ浦アンジュ 加藤 　佑規 Ｋａｎ　Ｃｌｕｂ  白鳥 　寛樹 小諸キッズ 林　    怜穏 はんのう山中

＋55㎏級 金子 　勇翔 霞ヶ浦アンジュ 土肥 　大空 クレイジービー 倉持 　柊太 フェニックス 星　    拓海 はんのう山中

32㎏級 澤木　 心愛 FIREBOYS 林 　小々夏 おおたスポーツ

38㎏級 佐々木里菜 GOLDEN　STAR 小原 　春佳  和光少年少女 奥山 　奄良 PUREBRED 根津　 愛琉 桜花クラブ

45㎏級 奥田　 南桜 柏クラブ 小笠原美羽 フェニックス 林　    叶望 はんのう山中 金長 　史栞  和光少年少女

＋45㎏級 ○新井 　一花 下野サンダー 加藤 　綺華 Ｋａｎ　Ｃｌｕｂ  武田      杏 大間々クラブ 石澤   希奈 桜花クラブ

42㎏級 河村    　歩 GOLD　KID'S  石津 　慶斗 カシマキッズ 仁木 　勇斗 龍ケ崎クラブ 高橋    　陸 若葉クラブ

47㎏級 ○杉本  　陸斗 PUREBRED 高橋 　一輝 千代田ジュニア 日比野晴斗 館林ジュニア 白鳥　 夏希 佐久市教室

53㎏級 鶴屋    　怜 チームリバーサル 庄司 　龍映 GOLD　KID'S  井出 　大晟 上田クラブ 石原三四郎 はんのう山中

59㎏級 森田   魁人 ハナサキジュニア 花井 　龍真 Ｔ－ＫＩＤＳ 有馬 　鉄太 チームリバーサル 小沼 　龍心 チームリバーサル

66㎏級 鈴木   大樹 東海ジュニア 永石 　亮太 GOLD　KID'S  硎屋亮太郎 ＢＲＡＶＥ 佐藤   大斗 磯工ベアーズ

73㎏級 城所 　拓馬 おおたスポーツ 内山 　椋太 霞ヶ浦アンジュ 高橋凛太郎 東海ジュニア 出田      匠 東海ジュニア

＋73㎏級 新井 　裕太 霞ヶ浦アンジュ 西川　 大智 上田クラブ 中里　 優斗 おおたスポーツ 佐々木偉琉 松﨑ジュニア

42㎏級  　坂本 　由宇 AACC

46㎏級 片岡 　梨乃 チームリバーサル 増川 　明利 チームリバーサル 平野 　夏帆 AACC 鈴木   未結 東海ジュニア

52㎏級 ◎尾﨑野乃香 成城学園中 山口 　夏月  和光少年少女 本田原 　鈴  和光少年少女 深澤 　桃花 　さくら市クラブ

＋52㎏級 石井 　亜海 おおたスポーツ 藤倉 　優花 邑楽Jr. 小林 　久美 千代田ジュニア 横尾  　真衣 明和クラブ

　

小学生
３・４
年男子

小学生
３・４
年女子

　

チームリバーサル　46.3 GOLDEN　STAR　　35.4 松戸ジュニア　33.3

中学生
男子

優勝 準優勝

小学生
５・６
年男子

チームリバーサル　27.3 おおたスポーツ　21.0 GOLD　KID'S   20.0

第３位

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

第２２回少年少女レスリング『おおまま大会』成績一覧

幼年

　期日；平成２９年３月１９日（日）　　　会場；みどり市民体育館（桐生大学グリーンアリーナ）　　７１チーム６８８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

第３位部門

少年少女の部

中学生の部


