
平成３０度第２４ 回千代田町近接少年少女レスリング大会

種別 第１位 第２位 第３位 第３位
幼年１８ｋｇ級 牛窓尊天（WRESTLE-WIN） 小林桂士（PALAISTRA） 相田凌旺（たぬまアスレチッククラブ） 稲葉さくら子（松戸ジュニアレスリングクラブ）

幼年２１ｋｇ級 丸岡大騎（WRESTLE-WIN) 大河原武蔵（WRESTLE-WIN） 山本朔大（東伊豆ジュニアレスリング） 八下田悠流（たぬまアスレチッククラブ）

幼年２４ｋｇ級 永田弥來（WRESTLE-WIN) 片桐柚那（ＭＡＮＡ　wrestling team） 上村洋輝（みぶちびっこレスリング） 水澤宏太（パラエストラ　チーム・リバーサル）

幼年２７ｋｇ級 鳥居希子（PALAISTRA） 栗栖兼介（パラエストラ　チーム・リバーサル） 松本航輝（霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ） 福田琉那（邑楽ジュニアレスリングクラブ）

幼年＋２７ｋｇ級 根本康丈（龍ヶ崎レスリングクラブ） 北原優花（PUREBRED）

１～２年２１ｋｇ級 小笠原悠力（フェニックスクラブ） 小原優乃（FIRE BOYS） 松澤慧（アライアンス） 栗野照丈（市川コシティクラブ）

１～２年２４ｋｇ級A ガレダギ愛千（イランレスリングクラブ） 松林秀誠（千代田ジュニアレスリングクラブ） 山内悠晟（田島ちびっ子レスリングクラブ） 高橋侑宇（トイカツ道場）

１～２年２４ｋｇ級B 大川　桔平(WRESTLE-WIN) 加藤　陸駆　(関宿レスリングクラブ) 新妻　洋葵　(小玉ジュニアレスリングクラブ) 依田　尚樹　(佐久市レスリング教室クラブ)

１～２年２７ｋｇ級 青柳　晃正　(フェニックスクラブ) 北村　祥真　(KRAZY BEE) 神河　勇吹　(パラエストラ　チーム・リバーサル) 久保　颯大　(ロータス世田谷)

１～２年３０ｋｇ級 森藤　平蔵　(トイカツ道場) 古田　稜征　(KRAZY BEE) 川島　颯弥　(千代田ジュニアレスリングクラブ) 永田　聖魁　(WRESTLE-WIN)

１～２年３４ｋｇ級 吉田　楓舞　(WRESTLE-WIN) 大田　蓮　(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.) 谷津　悠仁　(上州トレジャーレスリングクラブ) 水原 朝　(フィギュアフォークラブ)

１～２年＋３４ｋｇ級 佐藤　大真　(小玉ジュニアレスリングクラブ) 鈴木　大晴　(フェニックスクラブ) 中上　航　(山梨ジュニアレスリングクラブ) 松山　上太郎　(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.)

３～４年男子　２４ｋｇ級 牛窓　勝心 (WRESTLE-WIN) 橋本 和貴　(市川コシティクラブ) 平田　翔空　(千代田ジュニアレスリングクラブ) 新妻　一沙　(小玉ジュニアレスリングクラブ)

３～４年男子　２７ｋｇ級 江間　大登　(ロータス世田谷) 小此木　仁之祐　(WRESTLE-WIN) 前田 悠樹　(フィギュアフォークラブ) 桑原　延佳　(ロータス世田谷)

３～４年男子３０ｋｇ級 横田大和（AACC） 久保音晴（ロータス世田谷） 山本岐（東伊豆ジュニア） 小川　十兵衛(松戸ジュニアレスリングクラブ)

３～４年男子　３４ｋｇ級 土屋 舜(フィギュアフォークラブ) 齊藤　巧将(第六機動隊少年レスリング部) 本荘　挑真(関宿レスリングクラブ) 永井　琥一朗(BRAVE)

３～４年男子　３７ｋｇ級 中納 京介(フィギュアフォークラブ) 柿田挑(WRESTLE-WIN) 森田煌生(WRESTLE-WIN) 大内悠輝(パラエストラ　チーム・リバーサル)

３～４年男子　４０ｋｇ級 内藤　暖次朗(BRAVE) 山田航大(パラエストラ　チーム・リバーサル) 永田來駈(WRESTLE-WIN) 山﨑　才遵(日立市レスリングクラブ)

３～４年男子　４５kg級 鈴木　勝大(フェニックスクラブ) 本多　世宝(NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA)菊原　龍輝(佐久市レスリング教室クラブ) 有馬銀二(パラエストラ　チーム・リバーサル)

３～４年男子　+４５kg級 本多 結里菜(フィギュアフォークラブ) 鈴木　承太郎(ロータス世田谷) 山中 創太(磯工ベアーズレスリングクラブ) 金澤永和(柏レスリングクラブ)

５～６年男子　２８ｋｇ級 坂本　広(AACC) 櫻井　裕紀(小諸キッズレスリングクラブ) 梶原　一平(松戸ジュニアレスリングクラブ) 矢口絢士(田島チビッ子レスリングクラブ)

５～６年男子　３２ｋｇ級 菅原 大志(磯工ベアーズレスリングクラブ) 椎名　遥玖　(パラエストラ　チーム・リバーサル) 柳澤　志音　(おおたスポーツアカデミー) 渡辺　伊織　(柏レスリングクラブ)

５～６年男子　３７ｋｇ級 吉田 アリヤ　(市川コシティクラブ) 花原　大翔　(第六機動隊少年レスリング部) 関　直人　(佐久市レスリング教室クラブ) 市川 悠人　(フィギュアフォークラブ)

５～６年男子　４２ｋｇ級A 三島　広大　(日立市レスリングクラブ) 及川　統大　(東海ジュニアレスリングクラブ) 富田　英斉(逗子キッズレスリングクラブ) 佐藤　岳　(おおたスポーツアカデミー)

５～６年男子　４２ｋｇ級B 八隅　士和　(ロータス世田谷) 黒鳥　勇斗　(PALAISTRA) 川路　悠介　(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.) 岩倉　晋作　(PUREBRED)

５～６年男子　４７ｋｇ級 依田　晴樹　(佐久市レスリング教室クラブ) 三島　侑大　(日立市レスリングクラブ) 依田　晴樹　(佐久市レスリング教室クラブ) 加藤　航平　(おおたスポーツアカデミー)

５～６年男子　５２ｋｇ級 髙根澤　虎白(水戸市レスリングクラブ) 今西 勇仁(フィギュアフォークラブ) 大澤　響(おおたスポーツアカデミー) 松井　礼士(おおたスポーツアカデミー)

５～６年男子　５９ｋｇ級 リボウィッツ　和青(第六機動隊少年レスリング部) 西原　丈陽(明和レスリングクラブ) 小山　和哉(邑楽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ) 栁澤　温翔(佐久市レスリング教室クラブ)

５～６年男子　＋５９ｋｇ級 村野　太紀(霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ) 塩田　敦也(明和レスリングクラブ) 藤島　幸正(足利ミニレスクラブ) 高岩　遙介(MANA wrestling team)

３～４年女子　２６kg級 阿久津　こはる(田島チビッ子レスリングクラブ) 日向　玲奈(松戸ジュニアレスリングクラブ) 本間　あみ(邑楽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ) 萩本　浬愛(邑楽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

３～４年女子　２８kg級 勝目　結羽(NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA) 角本　明日香(ロータス世田谷) 東　海良(フェニックスクラブ) 加藤　あん(FIRE  BOYS)

３～４年女子　３２kg級 山縣 卯月(磯工ベアーズレスリングクラブ) 巴　絢春(FIRE  BOYS) 荻田　あや(伊勢崎スパークラーズ) 加藤　空(関宿レスリングクラブ)

３～４年女子　３６kg級 一野谷優麻(田島チビッ子レスリングクラブ) 湯田　鈴(田島チビッ子レスリングクラブ) 粟野 和夏(市川コシティクラブ) 保坂　樹奈(小玉ジュニアレスリングクラブ)

３～４年女子　４２kg級 澤井　舞綾(おおたスポーツアカデミー) 福田　ここな(邑楽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

３～４年女子　５０kg級 冨田　美陽(若葉レスリングクラブ) 高松　薫(HANASAKI Jr WRESTLING CLUB) 阿久澤　明里(足利ミニレスクラブ)

３～４年女子　＋５０kg級 中川　凛栞(小玉ジュニアレスリングクラブ)

５～６年女子　３１kg級 小岩　芽以(松戸ジュニアレスリングクラブ) 井上　いまり(佐久市レスリング教室クラブ) 稲葉　陽咲(MANA wrestling team) 田中　美羽(フェニックスクラブ)

５～６年女子　３６kg級 小川　舞(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.) 関戸　香梨奈(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.) 吉野　美空(PUREBRED) 筒井　双(ひたちなかレスリングクラブ)

５～６年女子　３９kg級 蓮見　真帆(ひたちなかレスリングクラブ) 山内　悠妃(FIRE  BOYS) 村田　悠夏(邑楽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ) 福丸　真央(小玉ジュニアレスリングクラブ)

５～６年女子　４２kg級 岩崎　美優(横浜デビルズジュニアレスリングクラブ) 美斉津　杏奈(小諸キッズレスリングクラブ) 鈴木　菜々美(WAKO Wrestling Club) 九十九 葵(フィギュアフォークラブ)

５～６年女子　４７kg級 永冨　琉衣(AACC) 菱沼　綾南(RED BULL WRESTLING CLUB) 内山　陽誇(霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ) 諸星　日菜(PUREBRED)

５～６年女子　５３kg級 吉田 ロヤ(市川コシティクラブ) 中川　颯栞(小玉ジュニアレスリングクラブ) 大内　真美(ひたちなかレスリングクラブ) 松山　桜(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.)

５～６年女子　５８g級 諸星　菜夏(PUREBRED) 新家谷 和奏(市川コシティクラブ) 石川　実来(みぶチビッコレスリング教室) 市川　玲音(霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ)

中学男子　３８kg級 坂本　輪(AACC) 永井 陸斗(市川コシティクラブ) 井上　雄星(佐久市レスリング教室クラブ) 本田原　翔(WAKO Wrestling Club)

中学男子　４２kg級 角本　大地(TEAMドン・キホーテ) 勝目　大翔(NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA) 石井　河文(おおたスポーツアカデミー) 片岡　大河(パラエストラ　チーム・リバーサル)

中学男子　４７kg級 高野　航成(パラエストラ　チーム・リバーサル) 松澤　快(アライアンス) 寺田　謙也(若葉レスリングクラブ) 中田　憲伸(大子ジュニアレスリングクラブ)

中学男子　５３kg級 平岡　大河(逗子キッズレスリングクラブ) 及川　丈尊(東海ジュニアレスリングクラブ) 高橋　黎(邑楽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ) 山口　想成(明和レスリングクラブ)

中学男子　５９kg級 白鳥　夏希(佐久市レスリング教室クラブ) 上村　朋也(千代田ジュニアレスリングクラブ) 富田　晏寅(逗子キッズレスリングクラブ) 鈴木　智也(水戸市レスリングクラブ)

中学男子　６６kg級 遠藤　勇馬(WRESTLE-WIN) 菊田　創(水戸市レスリングクラブ) 加藤　佑規(KanClub) 森　洋勝(WAKO Wrestling Club)

中学男子　７３kg級 尾沼　翔太(小諸キッズレスリングクラブ) 吉田 アラシ(市川コシティクラブ) 小幡　磨織(館林ジュニアレスリングクラブ) 岩崎　和志(横浜デビルズジュニアレスリングクラブ)

中学男子　８５kg級 城所　拓馬(おおたスポーツアカデミー) 中島　雅登(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学女子　３４kg級 村山　左都(練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ)

中学女子　４４kg級 横尾　瑠衣(明和レスリングクラブ) 服部　里桜(横浜デビルズジュニアレスリングクラブ) 田口 刹奈(フィギュアフォークラブ) 須田　紅葉(PALAISTRA)

中学女子　４８kg級 本多 香里菜(フィギュアフォークラブ) 原口　真優(明和レスリングクラブ) 金長　史栞(WAKO Wrestling Club) 一野谷　翔奈(田島チビッ子レスリングクラブ)

中学女子　５３kg級 小原　春佳(WAKO Wrestling Club) 池田 陽(市川コシティクラブ) 櫻井　陽菜(おおたスポーツアカデミー)

中学女子　５７kg級 山口　夏月(WAKO Wrestling Club) 小林　久美(千代田ジュニアレスリングクラブ) 加藤　綺華(KanClub) 松山　楓(TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.)

中学女子　６４kg級 武田　杏(大間々レスリングクラブ)

最優秀選手 幼年の部 丸岡大騎（WRESTLE-WIN)

小学生の部 吉田 アリヤ　(市川コシティクラブ)

中学生の部 白鳥　夏希(佐久市レスリング教室クラブ)


