
24 芝　　　　　拓 HASHIMA 齊　藤　陽　葵 大畠レスリング 長　尾　栞　汰 jrwcs 石　橋　　　壇 KAMO B&G

28 柴　原　颯　太 ＦＦＣ 久保山　　　朔 焼津Jr. 宮　本　誠　也 INAGAWA 楠　瀬　空　詩 極東

30 江　間　大　登 LOTUS 稲　葉　広　人 MATSUDO 吾　郷　煌　介 KAMO B&G 山　崎　玄　稀 徳山

33 薬　野　柑　太 LOTUS 日　浦　璃毘兎 越前レスリング 藤　原　尚　大 高知クラブ 佐　藤　瑛　人 ＡＡＣＣ 

36 西　川　　　陽 Wrestle-Win 内　海　　　楽 ＡＡＣＣ 山　本　　　岐 東伊豆 齊　藤　巧　将 六機KID'S

39 土　肥　利　羽 クレイジービー 本　荘　挑　真 せきやど 永　田　裕　生 Wrestle-Win 永　井　琥一朗 BRAVE

42 友　末　旬　真 ワセクラ 森　田　煌　生 Wrestle-Win 中　川　志　道 ＦＦＣ 大　内　悠　輝 リバーサル

46 本　多　世　宝 NEXUS 吉　田　　　修 SUITA 今　室　有　惺 TORIDE 丸　山　凉　平 ゴールドキッズ

50 田　中　蒼　悟 フェニックスＣ 鍋　坂　佳　嗣 Takamatsu CLUB 北　原　甲　輝 髙田道場 石　本　豪　毅 極東

＋50 金　澤　永　和 柏クラブ 小　室　慶太朗 Wrestle-Win 石　原　楽　大 Takamatsu CLUB 真栄城　弓　吏 てだこジュニア

28 桑　原　廷　佳 LOTUS 前　田　悠　樹 ＦＦＣ 大　門　陸　翔 志賀ジュニア 岡　部　太　施 オビヒロクラブ

30 池　田　響　介 舞鶴レスリング 西　村　翔　偉 焼津Jr. 花　盛　陽　色 INAGAWA 小此木　仁之祐 Wrestle-Win

33 横　田　大　和 ＡＡＣＣ 久　保　音　晴 LOTUS 花　盛　陽　向 INAGAWA 小　川　十兵衛 MATSUDO

36 神　村　灯　士 浜松SSFC 檜　山　惇　也 大子Jr 磯　部　夷之介 INAGAWA 本　釜　希　真 刈谷クラブ

39 清　水　悠　希 焼津Jr. 土　屋　　　舜 ＦＦＣ 柿　田　　　挑 Wrestle-Win 永　石　潤　成 KASHIMA

42 古　川　音　和 髙田道場 長　沼　一　汰 Wrestle-Win 前　原　大　輝 Wellness Kids 吉　田　海　人 一志ジュニア

46 成　田　平　司 AOMORI 紫　和　純　平 善通寺レス 山　田　航　大 リバーサル 手　塚　爽　佑 TB by SU

50 鈴　木　承太郎 LOTUS 鈴　木　勝　大 フェニックスＣ 小　栗　聡　太 四日市ジュニア

55 小　林　賢　弥 松山クラブ 近　藤　佑　真 倉吉 根　岸　祥　嗣 BRAVE 菅　原　皇　世 天塩ちびっ子

60 田　村　大　翔 ゴールドキッズ 山　中　創　太 磯工ベアーズ 河　村　泰乃進 INAGAWA 藤　瀬　夏　唯 KASHIMA

65 戸　田　琉　輝 HINO 寺　村　壮　太 四條畷 中　沢　友　貴 山梨ジュニア 濱　田　大　喜 ＡＡＣＣ 

＋65 江　上　海　翔 ESK 田　中　初　樹 北九州 里　見　　　健 東実ジュニア

28 松　實　陸　斗 Shingu 山　本　海　星 WAKITA 久　保　祐　乃 トワダクラブ 小田垣　　　絆 THUNDER

30 荻　田　大　雅 神戸高塚 松　實　海　斗 Shingu 木　島　鼓羽太 龍ヶ崎 坂　本　　　広 ＡＡＣＣ 

33 大久保　暁　人 練馬谷原くらぶ 中　田　暁之進 大子Jr 柴　崎　伯　尤 ＩＷＣ 宮　本　次　飛 Shingu

36 北　村　春　斗 INAGAWA 菅　原　大　志 磯工ベアーズ 草　野　孝太郎 四日市ジュニア 山　本　情　輔 Shingu

39 安　威　永太郎 ゴールドキッズ 古　市　大　翔 NODA 花　原　大　翔 六機KID'S 市　川　悠　人 ＦＦＣ

42 廣　橋　悠　貴 ゴールドキッズ 野　口　佳　祐 オビヒロクラブ 青　山　結　作 トコナメ 安　渡　友　貴 徳山

46 辻　田　陽　咲 SUITA 戸　辺　昇　輝 松﨑Jr. 坂　本　　　柊 オビヒロクラブ 丸　田　龍　平 髙田道場

50 辻　　　悠　人 INAGAWA 秋　保　大　地 ゴールドキッズ 堤　　　大　智 マイスポーツ 藤　森　玲　次 Fire Boys

55 田　中　　　陸 Wrestle-Win 河　野　功多朗 宮崎イースト 濱　本　侑太郎 長泉FA 高　島　蒼　生 関村道場

60 花　盛　奏　太 INAGAWA 田　島　　　宗 INABE 井　上　元　太 WAKO 相　台　健　人 WAKAYAMA

65 積　木　駿　哉 東実ジュニア 馬　場　榛　貴 ジョイフル

70 リボウィッツ・和青 六機KID'S 後　藤　正太郎 NWA 吉　村　聡　哲 KAIYO 長谷川　大　和 TWF

＋70 藤　原　芳　守 極東 岡　田　稜　望 FUKUI

24 中　園　和　奏 THUNDER 神　戸　絢　音 トコナメ 田　中　希　実 八戸クラブ

26 内　田　菜　楓 舞鶴レスリング 佐々木　未　桜 八戸クラブ 井　田　彩　夏 マイスポーツ 清　水　胡　羽 刈谷クラブ

28 永　谷　梨　愛 志賀ジュニア 本　名　奏　天 まきっず 本　間　あ　み 邑楽 菅　原　美　紅 トワダクラブ

30 竹　内　菜々子 YJWC 小　島　怜　紗 SUITA 宮　田　芽　依 東広島 西　島　綾　乃 刈谷クラブ

33 田　中　愛　莉 ZUSHI 黒　木　美　咲 P.K.W.C 坂　本　一　紗 ENJOY 池　畑　笑　菜 INAGAWA

36 伊　藤　な　み SUITA 佐々木　ら　ん オビヒロクラブ 宮　本　怜　羅 すくも 加　藤　百々花 HASHIMA

40 田　中　　　結 Wrestle-Win 粟　野　和　夏 市川コシティ 番　家　葉　陽 TOKAI Jr 中　川　智咲子 jrwcs

44 保　坂　樹　奈 KODAMA 熊　澤　夏　生 オビヒロクラブ 飯　室　真　佳 WAKO

＋44 田　中　凜　香 鹿児島 齊　藤　寧　彩 トワダクラブ 真　島　好　花 まきっず 玉　城　春　乃 てだこジュニア

26 松　本　千柚稀 INAGAWA 中　西　　　杏 桑名レスリング

28 小　原　心　花 Fire Boys 榊　原　真　貴 松阪クラブ 佐々木　ひまり 金沢ジュニア 室　谷　珠　紀 WAKAYAMA

30 角　本　明日香 LOTUS 加　藤　あ　ん Fire Boys 荒　川　笑　舞 オビヒロクラブ 山　田　仁　菜 KAIYO

33 勝　目　結　羽 NEXUS 片　岡　　　優 リバーサル 青　木　優　香 PALAISTRA 金　山　來　実 四日市ジュニア

36 小　塚　菜　々 INABE 下　田　結　月 高知クラブ 和　田　樹　乃 INAGAWA 三　谷　心　乃 リバーサル

40 谷　内　絵美里 志賀ジュニア 直　井　詩　空 マイスポーツ 小　川　璃　苑 中津川ジュニア 宇　土　奏　美 KASHIMA

44 森　脇　花　乃 舞鶴レスリング 坂　井　　　椿 HASHIMA 尾　形　春　果 刈谷クラブ 榊　　　春　那 ヨネザワクラブ

48 蛯　名　恋　空 野辺地クラブ 湯　田　　　鈴 田島 渡　邊　　　絆 ＩＷＣ 川　下　あ　い 松阪クラブ

＋48 本　多　結里菜 ＦＦＣ 雪　本　　　慈 竹中道場 梅　澤　野々花 PALAISTRA 澤　井　舞　綾 OSA

30 林　田　　　心 jrwcs 伊　藤　亜里紗 HASHIMA 清　水　陽菜璃 KASUMI

33 江　坂　萌　那 刈谷クラブ 田　中　　　杏 ZUSHI 黒　木　菜々子 マイスポーツ 恒　久　青　花 ３ＲＩＮＧＳ

36 原　　　莉　音 YJWC 小　岩　芽　以 MATSUDO 松　田　叶　夢 八戸クラブ 渡　邊　ひさき HAKOBEE

40 永　谷　優　來 志賀ジュニア 水　谷　菜々華 四日市ジュニア 中　陳　由　加 黒部レススポ少 関　戸　香梨奈 TB by SU

45 小　川　　　舞 TB by SU 野　口　紗　英 オビヒロクラブ 内　野　結　心 SWS 筒　井　　　双 ひたちなか

49 永　冨　琉　衣 ＡＡＣＣ 木　村　美　海 リバーサル 相　磯　ひなた NGJW 内　田　柊　花 舞鶴レスリング

53 岩　崎　美　優 DEVIL'S 中　山　木の実 FUKUI 九十九　　　葵 ＦＦＣ 吉　崎　　　桜 越前レスリング

58 吉　川　華　奈 生駒 内　山　陽　誇 KASUMI 湊　　　瑠　菜 jrwcs 松　山　　　桜 TB by SU

＋58 舘　下　苺　采 山田クラブ 木　村　允希愛 Takamatsu CLUB
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第24回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
会期：2020年２月22日～23日 / 会場：板橋区立小豆沢体育館

階　級 第１位 第２位 第３位


