
第34回北日本少年少女レスリング選手権大会 平成29年4月30日（土）～30日（日）
岩手県宮古市民総合体育館（シーアリーナ）

階　　　　　級

年少・年中 18㎏ 佐々木 和真 喜多方クラブ 中道 桜佑 野辺地クラブ 安田 銀治朗 北志館 佐藤 颯馬 本荘ラッシュ

年少・年中 20㎏ 古川 翔稀 野辺地クラブ

年長 17㎏ 伊藤 夢桜 ワジマクラブ 相野 夢羽 種市ジュニア 島谷 幸実 野辺地クラブ 加藤 希愛 八郎潟スポ少

年長 19㎏ 本山 敢士 B-WRESTLE 加成 美咲 杉田道場 西埜 真生 旭川レスクラブ 岸岡 奎伸 八戸クラブ

年長 21㎏ 船越谷 亘星 ＳＡＰＰＯＲＯ 今井 乃乃媛 喜多方クラブ

年長 +23㎏ 佐々木 陽希 北志館 新田 蒼空 ヨネザワクラブ

1・2年 18㎏ 小倉 緋彩 Jr.ｗｃｓ

1・2年 20㎏ 山内 悠晟 田島チビレス 米田 莉緒 トワダクラブ 今井 泉希 喜多方クラブ 佐藤 柚希 杉田道場

1・2年 22㎏ 中道 煌誠 野辺地クラブ 櫛引 葉名 青森クラブ 田中 希実 八戸クラブ 田部 誠人 田島チビレス

1・2年 22㎏BLUE 小林 志成 ＳＡＰＰＯＲＯ 笠水上 倖久 八戸クラブ 齊藤 武生 勲武館道場 菅原 美紅 トワダクラブ

R 1・2年 24㎏ 佐々木 らん オビヒロクラブ 松田 倖宝 野辺地クラブ 苫米地 凜音 トワダクラブ 今 亜衣羅 青森クラブ

B 1・2年 24㎏ 木村 唯慈 ＦＤＷＣ 浜田 大翔 トワダクラブ 小田島 魁星 八戸クラブ 菊地 空々 ＳＡＰＰＯＲＯ

1・2年 26㎏ 横瀬 悠生 クリナップ 押山 暖祈  郡 山 森越 景翔 八戸クラブ 結城 皓介 天塩ちびっ子

1・2年 28㎏ 石川 理彩 北志館 安田 剛太朗 北志館 山下 琥白 北志館 伊東 花優 杉田道場

1・2年 30㎏ 佐藤 壮彌 ＲＥＤＢＵＬＬ 根岸 茉生 八戸kids 荒井 廉士 山形クラブ 相馬 悠人 Uovodoro盛岡

1・2年 32㎏ 佐々木 美陽 北志館 伊藤 穂香 ＦＤＷＣ

1・2年 ＋32㎏ 齊藤 寧彩 トワダクラブ 五十嵐 慧 本荘ラッシュ 山影 海登 専北ジュニア 軒 心乃 八戸kids

3･4年 22㎏ 山屋 翔夢 山田レスリング 小倉 悠之介 Jr.ｗｃｓ 岡部 太施 オビヒロクラブ 矢口 結士 田島チビレス

3･4年 24㎏ 渡辺 礼音 ＳＡＰＰＯＲＯ 岡 伊咲 オビヒロクラブ 田澤 祥樹 旭川レスクラブ 小田切 翔真 喜多方クラブ

3･4年 26㎏ 土井 飛彦 トワダクラブ 小川 十兵衛 ＳＡＰＰＯＲＯ 下村 虎太朗 喜多方クラブ 伊東 柊頼 杉田道場

R  3･4年 28㎏ 小泉 京介 RWC 今 秋登 八戸クラブ 赤塚 諒平 八戸クラブ 加成 皐介 杉田道場

B 3･4年 28㎏ 佐倉田 悠介 山田レスリング 菅生 将平 杉田道場 山内 翔太 旭川レスクラブ 斎藤 竜雅 ヨネザワクラブ

3･4年 30㎏ 安藤 欣太郎 岩内キッズ 本山 維芯 B-WRESTLE 畠山 蓮央 Uovodoro盛岡 土屋 幸大 山形クラブ

3･4年 33㎏ 坂本 柊 オビヒロクラブ 佐藤 迅 ＲＥＤＢＵＬＬ 成田 平司 青森クラブ 田村 杏慈 北志館

3･4年 36㎏ 伊藤 大輝 オビヒロクラブ 齋藤 大寿 ＦＤＷＣ 石川 涼介 北志館 渋井 弾 喜多方クラブ

3･4年 39㎏ 村上 継思 宮古ｼﾞｭﾆｱ 相馬 大翔 Uovodoro盛岡 和村 怜音 八戸kids 物江 吏稀 ワジマクラブ

3･4年 42㎏ 嶋田 悠大 飯田川スポ少 山内 颯雅 田島チビレス 小山 翔太 種市ジュニア 西鳥羽 結人 杉田道場

3･4年 45㎏ 窪田 和治 青森クラブ 石村 太遥 八戸kids 野沢 堆斗 八戸クラブ 多賀糸 歩夢 青森クラブ

3･4年 ＋45㎏ 下長根 千寛 八戸クラブ

3･4年 22㎏ 齋藤 しほん 岩内キッズ 伊藤 来桜 ワジマクラブ

3･4年 24㎏ 荒川 笑舞 オビヒロクラブ 西埜 楓 旭川レスクラブ 阿久津 こはる 田島チビレス 佐藤 陽誉俐 Uovodoro盛岡

3･4年 26㎏ 林田 心 Jr.ｗｃｓ

3･4年 28㎏ 松田 叶夢 八戸クラブ 一野谷 優麻 田島チビレス 植田 璃子  郡 山 栄田 莉歩 杉田道場

3･4年 30㎏ 榊 春那 ヨネザワクラブ 大橋 詩織里 ＲＥＤＢＵＬＬ 宮越 莉音 Jr.ｗｃｓ

3･4年 33㎏ 蛯名 恋空 RWC 湯田 鈴 田島チビレス 武田 陽愛莉 庄内クラブ 佐藤 海羽 八郎潟スポ少

3･4年 36㎏ 佐々木 朋花 北志館 佐藤 芙樹 北志館 菊地 麻友 飯田川スポ少 小武海 夏姫 飯田川スポ少

3･4年 ＋36㎏ 舘下 苺采 山田レスリング

5・6年 26㎏ 和田 桜颯 RWC 佐藤 遼河 勲武館道場 関口 遥介 ＦＤＷＣ

5・6年 28㎏ 大関 勁心 天王キッズ 稲川 瑛太 Jr.ｗｃｓ 佐藤 一翔 八郎潟スポ少 髙橋 健仁 八郎潟スポ少

5・6年 30㎏ 沼端 優成 RWC 加成 真之介 杉田道場 小林 冴祐 ＳＡＰＰＯＲＯ 横手 翔太朗 トワダクラブ

5・6年 32㎏ 佐々木 大貴 オビヒロクラブ 羽賀 諒亮 杉田道場 目黒 湊大 Jr.ｗｃｓ 妹尾 優篤 オビヒロクラブ

5・6年 34㎏ 小川 礼寿 ＳＡＰＰＯＲＯ 久田 虎徹 トワダクラブ 横山 桔平 ヨネザワクラブ 竹ヶ原 大輝 ＳＡＰＰＯＲＯ

5・6年 36㎏ 久田 鉄心 トワダクラブ 伊藤 海里 オビヒロクラブ 横山 拓郎 杉田道場 渡辺 海斗 ＳＡＰＰＯＲＯ

5・6年 39㎏ 大沼 碧飛 八戸クラブ 佐藤 朝陽 八戸クラブ 白石 光 八戸kids 佐々木 愛世 山田レスリング

5・6年 42㎏ 阿部 琥太郎 本荘ラッシュ 荒川 寛満 八戸kids 桑島 裕一 杉田道場 山影 謙太 専北ジュニア

5・6年 45㎏ 佐藤 柊斗 ＦＤＷＣ 五十嵐 春希 ヨネザワクラブ 佐藤 圭 ＲＥＤＢＵＬＬ 伊東 愛晄 杉田道場

5・6年 48㎏ 田澤 聡志 旭川レスクラブ 村井 洋輝 八郎潟スポ少 佐藤 陽向 北志館 小関 昊太郎 ヨネザワクラブ

5・6年 51㎏ 三塚 希 関村道場 佐々木 利徠 北志館

5・6年 54㎏ 村守 壮太 Uovodoro盛岡 上野 広夢 ヨネザワクラブ 吉田 捷人 種市ジュニア

5・6年 ＋57㎏ 伏部内 皓太 八戸クラブ 佐藤 太陽 杉田道場 大久保 輝星 山田レスリング 櫻澤 正悟 種市ジュニア

5・6年 26㎏ 齋藤 りおん 岩内キッズ

5・6年 28㎏ 白濱 彩夏 八戸クラブ 山屋 ひかり 山田レスリング

5・6年 30㎏ 横瀬 亜美 クリナップ 舘下 莉子 山田レスリング 小倉 陽葵 Jr.ｗｃｓ 鈴木 あかり 杉田道場

5・6年 33㎏ 矢田 姫咲樹 ＳＡＰＰＯＲＯ 土井 海亜奈 トワダクラブ 宇杉 知花 勲武館道場 舘下 姫朋 山田レスリング

5・6年 36㎏ 鈴木 彩音 杉田道場 高崎 晏理 八戸クラブ 菱沼 綾南 ＲＥＤＢＵＬＬ 菊池 ひより 八戸kids

5・6年 40㎏ 松田 涼那 野辺地クラブ 星野 由衣 岩内キッズ 阿久津 ひなた 田島チビレス 一野谷 翔奈 田島チビレス

5・6年 45㎏ 高橋 叶実 八戸クラブ 真田 留佳 B-WRESTLE 畠山 愛里 飯田川スポ少

5・6年 ＋45㎏ 蛯名 純嘉 RWC 佐藤 悠衣 ニ井宿スポ少 佐々木 愛 八郎潟スポ少 今野 亜茉音 勲武館道場
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