令和元年度第２５ 回千代田町近接少年少女レスリング大会
種別

階級 第１位

第２位

第３位

第３位

幼年

18

山鹿 仁士朗（松戸ジュニアレスリングクラブ）

岩﨑 樹璃（田島チビッ子レスリングクラブ） 小原紗愛（FIRE BOYS）

天田 椎菜（大間々レスリングクラブ）

幼年

21

大内 夏樹（チームリバーサル）

ガレダギ 亜凛（イランレスリングクラブ）

川口 光流（霞ヶ浦レスリングクラブ）

作田 英旺（市川コシティクラブ）

幼年

24

古田 乙峰（イランレスリングクラブ）

小澤 大和（若葉レスリングクラブ）

川路 航大（TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.）

幼年

27

三谷 洸心（チームリバーサル）

幼年

27以上

小学１～２年

21

長田 由宇（FRG山梨キッズアカデミー）

矢野 数志（TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.） 相田 凌旺（水戸市レスリングクラブ）

新家谷 日和（市川コシティクラブ）

佐藤 莉桜（東海ジュニアレスリングクラブ） 永井 斗梨（市川コシティクラブ）

山本 朔大（東伊豆ジュニアレスリング）

小学１～２年

24A

丸岡大騎（WRESTLE-WIN）

小学１～２年

24B

太田恵人（WRESTLE-WIN）

粟野 照丈（市川コシティクラブ）

星野 桔平（大間々レスリングクラブ）

白井 汰（TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.）

小学１～２年

27A

大川桔平（WRESTLE-WIN）

髙橋 侑宇（WAKO Wrestling Club）

古川 昭仁（トイカツ道場）

作田 望侃（市川コシティクラブ）

小学１～２年

27B

永田弥來（WRESTLE-WIN）

水田倫太郎（WRESTLE-WIN）

荻田 清乃進（伊勢崎スパークラーズ）

安藤智仁（WRESTLE-WIN）

小学１～２年

30

北村 祥真（KRAZY BEE）

西川 朔（WRESTLE-WIN）

清瀬 天絆明（フィギュアフォークラブ）

今井 絢太（AACC）

小学１～２年

34

構 琉之介（おおたスポーツアカデミー）

石井愛加里（上州トレジャーレスリングクラブ）

瀧沢 羚太（佐久市レスリング教室クラブ）

新田 蒼空（米沢レスリングクラブ）

吉田楓舞（WRESTLE-WIN）

根本 廉丈（龍ケ崎レスリングクラブ）

大木 雄登（北杜レスリングスポーツ少年団）

藤井 イカロ（おおたスポーツアカデミー）

小森谷 岳琉（大間々レスリングクラブ）

小学１～２年

34以上 鈴木 大晴（フェニックスクラブ）

小学３～４年男子

24

古市 せら（野田レスリングクラブ）

亘 生翔（チームリバーサル）

小学３～４年男子

27

ガレダギ 愛千（イランレスリングクラブ）

山内 悠晟（田島チビッ子レスリングクラブ） 新妻一沙（小玉ジュニアレスリングクラブ）

加藤 陸駆（関宿レスリングクラブ）

小学３～４年男子

30

江間 大登（ＬＯＴＵＳ世田谷）

眞鍋 惇（ＬＯＴＵＳ世田谷）

佐藤那都（BRAVE）

稲葉 広人（松戸ジュニアレスリングクラブ）

小学３～４年男子

34A

西川陽（WRESTLE-WIN）

薬野 柑太（ＬＯＴＵＳ世田谷）

佐藤 陽（おおたスポーツアカデミー）

山本 岐（東伊豆ジュニアレスリング）

小学３～４年男子

34B

永田聖魁（WRESTLE-WIN）

川口 晴流（霞ヶ浦レスリングクラブ）

川島 颯弥（千代田ジュニアレスリングクラブ）

清瀬 劉孔（フィギュアフォークラブ）

小学３～４年男子

37

本荘 挑真（関宿レスリングクラブ）

永井琥一朗（BRAVE）

中上 航（Yamanashi Junior）

田巻 健成（BRAVE）

小学３～４年男子

40

友末 旬真（ワセダクラブ）

永田裕生（WRESTLE-WIN）

髙阪 透瑠（龍ケ崎レスリングクラブ）

大内 悠輝（チームリバーサル）

小学３～４年男子

45

森田 煌生（WRESTLE-WIN）

中川 志道（フィギュアフォークラブ）

加藤 慎隆（練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ） 柴木 連（上州トレジャーレスリングクラブ）

田中 蒼悟（フェニックスクラブ）

佐藤 大真（小玉ジュニアレスリングクラブ） 上野 快斗（みぶチビッコレスリング教室）

小学３～４年男子

45以上 金澤 永和（柏レスリングクラブ）

小学３～４年女子

25

牧野 心咲（霞ヶ浦レスリングクラブ）

菅原 早穂（磯工ベアーズレスリングクラブ） 近藤 優衣（FUJIMIkids）

佐々木なつみ（小玉ジュニアレスリングクラブ）

小学３～４年女子

29

黒川 花帆（イランレスリングクラブ）

萩本 浬愛（邑楽ジュニアレスリングクラブ） 塚本 百音（はんのう山中道場）

関 若菜（佐久市レスリング教室クラブ）

小学３～４年女子

34

山田 りん（伊勢崎スパークラーズ）

尻無濱せな（WRESTLE-WIN）

佐古 光優（市川コシティクラブ）

小学３～４年女子

38

粟野 和夏（市川コシティクラブ）

番家 葉陽（東海ジュニアレスリングクラブ） 大川 光紀（霞ヶ浦レスリングクラブ）

小峯 光理（板橋ダイヤモンドルース）

福田 ここな（邑楽ジュニアレスリングクラブ）

長田 亜希（北杜レスリングスポーツ少年団）

鈴木 凛々愛（WAKO Wrestling Club）

小学３～４年女子

38以上 保坂樹奈（小玉ジュニアレスリングクラブ）

岩倉 千寿（PUREBRED）

小学５～６年男子

28

桑原 廷佳（ＬＯＴＵＳ世田谷）

前田 悠樹（フィギュアフォークラブ）

矢口 結士（田島チビッ子レスリングクラブ） 山本 はるあ（東伊豆ジュニアレスリング）

小学５～６年男子

32

久保 音晴（ＬＯＴＵＳ世田谷）

木島 鼓羽太（龍ケ崎レスリングクラブ）

松林 貫誠（千代田ジュニアレスリングクラブ）

小学５～６年男子

37A

椎名 遥玖（チームリバーサル）

永井舜喜（BRAVE）

檜山 惇也（大子ジュニアレスリングクラブ） 依田 朋樹（佐久市レスリング教室クラブ）

小学５～６年男子

37B

古市 大翔（野田レスリングクラブ）

関戸 香梨奈（TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.）

花原 大翔（第六機動隊少年レスリング部） 柿田 挑（WRESTLE-WIN）

小学５～６年男子

42

長沼一汰（WRESTLE-WIN）

金長 慧樹（WAKO Wrestling Club）

松本 悠（PUREBRED）

内藤暖次朗（BRAVE）

小学５～６年男子

47

黒鳥 勇斗（PALAISTRA）

植杉 飛彩（はんのう山中道場）

鈴木 勝大（フェニックスクラブ）

佐藤 岳（おおたスポーツアカデミー）

小学５～６年男子

52

藤森玲次（FIRE BOYS）

福井 大翔（ポゴナクラブ）

村田 悠磨（霞ヶ浦レスリングクラブ）

淺野 称志（逗子キッズレスリングクラブ）

小学５～６年男子

59

岡田 昇大（松戸ジュニアレスリングクラブ） 羽場大晴（REDBULL WRESTLING CLUB）

田中 陸（WRESTLE-WIN）

丹山 世梛（おおたスポーツアカデミー）

小学５～６年男子

59以上 山中 創太（磯工ベアーズレスリングクラブ） 矢口 瞳真（霞ヶ浦レスリングクラブ）

小此木仁之祐（WRESTLE-WIN）

リボウィッツ和青（第六機動隊少年レスリング部） 今井 善（千代田ジュニアレスリングクラブ）

小学５～６年女子

30

小原心花（FIRE BOYS）

日向 玲奈（松戸ジュニアレスリングクラブ） 清水 陽菜璃（霞ヶ浦レスリングクラブ）

青木 優香（PALAISTRA）

小学５～６年女子

34

片岡 優（チームリバーサル）

山縣 卯月（磯工ベアーズレスリングクラブ） 田中 杏（逗子キッズレスリングクラブ）

加藤あん（FIRE BOYS）

小学５～６年女子

37

小岩 芽以（松戸ジュニアレスリングクラブ） 田中 美羽（フェニックスクラブ）

三谷 心乃（チームリバーサル）

小学５～６年女子

41

山内悠妃（FIRE BOYS）

榊 春那（米沢レスリングクラブ）

大橋詩織里（REDBULL WRESTLING CLUB） 渡部 葵（田島チビッ子レスリングクラブ）

小学５～６年女子

45

小川 舞（TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.）

木村 美海（チームリバーサル）

湯田 鈴（田島チビッ子レスリングクラブ）

筒井 双（ひたちなかレスリングクラブ）

小学５～６年女子

50

岩崎 美優（横浜デビルズJrレスリングクラブ）

澤井 舞綾（おおたスポーツアカデミー）

鈴木 菜々美（WAKO Wrestling Club）

九十九 葵（フィギュアフォークラブ）

小学５～６年女子

57

内山 陽誇（霞ヶ浦レスリングクラブ）

山田 まい（伊勢崎スパークラーズ）

阿久澤 明里（足利ミニレスクラブ）

小堀 桜子（PALAISTRA）

藤田 眞妃琉（チームリバーサル）

松山 桜（TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.）

中川凛栞（小玉ジュニアレスリングクラブ）

小学５～６年女子

57以上 本多 結里菜（フィギュアフォークラブ）

加藤 空（関宿レスリングクラブ）

中学男子

38

山鹿 辰士（松戸ジュニアレスリンググラブ） 徳永 瑛照（TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV） 渡辺 伊織（柏レスリンググラブ）

樋澤 空（館林ジュニアレスリング）

中学男子

41

助川 遼成(ひたちなかレスリングクラブ)

小島 来輝(野田レスリングクラブ)

小山 尭俊(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

徳江 星雫(PALAISTRA)

中学男子

44

片岡 大河(チームリバーサル)

永井 陸斗(市川コシティクラブ)

志村 僚眞(フィギュアフォークラブ)

本田原 翔(WAKO Wrestling Club)

中学男子

48

小川 礼寿(松戸ジュニアレスリングクラブ)

阿部 貫太(松戸ジュニアレスリングクラブ)

川路 悠介(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.) 富田 英斉(逗子キッズレスリングクラブ)

中学男子

52

小岩 皆人(松戸ジュニアレスリングクラブ)

仁木 武流(龍ケ崎レスリングクラブ)

角田 諒(HANASAKI Jr WRESTLING CLUB) 高橋 柊生(松戸ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

57

木村 太智(チームリバーサル)

松澤 快(アライアンス)

高橋 黎(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

飯見 大飛(PUREBRED)

中学男子

62

上村 朋也(千代田ジュニアレスリングクラブ) 山田 康介(館林ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ)

和田 滉二郎(館林ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ)

坂上 翔琉(明和レスリングクラブ)

中学男子

68

岡田 卓己(松戸ジュニアレスリングクラブ)

古市 一翔(野田レスリングクラブ)

富田 晏寅(逗子キッズレスリングクラブ)

加藤 遥空(おおたスポーツアカデミー)

中学男子

75

瀬能 大晴(野田レスリングクラブ)

小林 靖弥(館林ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞ)

矢口 拓弥(霞ヶ浦レスリングクラブ)

中学男子

85

金澤 空大(柏レスリングクラブ)

岩崎 和志(横浜デビルズJrレスリングクラブ)

中学男子

110

藤田 宝星(猛禽屋レスリングクラブ)

横山 誠悟(HANASAKI Jr WRESTLING CLUB)

中学女子

33

清水 星夢（霞ヶ浦レスリングクラブ）

中学女子

42

大村 すず（ＦＲＧ山梨キッズアカデミー）

村田 悠夏（邑楽ジュニアレスリングクラブ） 川瀬 優杏（若葉レスリンググラブ）

中学女子

52

横尾 瑠衣（明和レスリンググラブ）

金長 史栞（WAKO Wrestling Club）

中学女子

58

小原 春佳（WAKO Wrestling Club）

長井 美緒（邑楽ジュニアレスリングクラブ） 新保 日茉里（練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ）

市川 玲音（霞ヶ浦レスリンググラブ）

中学女子

66

松山 楓（(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV）

高橋 にいな（Ｙａｍａｎａｓｈｉ Ｊｕｎｉｏｒ）

石川 実来（みぶチビッコレスリング教室）

最優秀選手

幼年の部

山鹿 仁士朗（松戸ジュニアレスリングクラブ）

少年の部

黒鳥 勇斗（PALAISTRA）

中学生の部

上村 朋也(千代田ジュニアレスリングクラブ)

一野谷 翔奈（田島チビッ子レスリンググラブ）

武田 杏（大間々レスリンググラブ）

原口 真優（明和レスリンググラブ）

