
上武洋次郎杯 【幼年～小学生の部】 阿部　貫太 松戸ジュニアレスリングクラブ

上武洋次郎杯 【中学生の部】 志村　優充 邑楽ジュニアレスリングクラブ

部門
17 kg級 稲田　佳恭 明和レスリングクラブ 河又　遼大 ポゴナクラブジム 天田　椎菜 大間々レスリングクラブ 戸ケ崎　爽雅 上州トレジャーレスリングクラブ

21 kg級 太田　恵人 パラエストラ　チーム・リバーサル 荻田　清乃進 伊勢崎スパークラーズ 山川　奏太 Ｋａｎ－Ｃｕｌｂ 石井　陸翔 上州トレジャーレスリングクラブ

＋21 kg級 山本　朔大 東伊豆ジュニアレスリング 山道　泰斗 沼津レスリングクラブ 根本　廉丈 龍ケ崎レスリングクラブ 福田　琉那 邑楽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

20 kg級 髙野　菜継 ポゴナクラブジム 八下田　結萌 たぬまアスレチッククラブ 永井　斗梨 市川コシティクラブ 岡田　幹太 龍ケ崎レスリングクラブ

24 kg級RED 加藤　陸駆 関宿レスリングクラブ 依田　尚樹 佐久市レスリング教室クラブ 藪内　大地 大子ジュニアレスリングクラブ 河又　裕大 ポゴナクラブジム

24 kg級BLUE 山内　悠晟 田島チビッ子レスリングクラブ 清水　千晃 焼津ジュニアレスリングスクール 作田　望侃 たぬまアスレチッククラブ 牧野　心咲 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ

28 kg級 森藤　平蔵 トイカツ道場 神河　勇吹 パラエストラ　チーム・リバーサル 福井　寧桜 焼津ジュニアレスリングスクール 佐藤　那都 BRAVE

＋28 kg級 橋口　隼 長泉ファイティングエンジェルス 内山　孝太 長泉ファイティングエンジェルス 川島　颯弥 千代田ジュニアレスリングクラブ 大塚　一颯 MANA wrestling team

24 kg級 冨山　翔麻 水戸市レスリングクラブ 小田　皓太 長泉ファイティングエンジェルス 本間　あみ 邑楽ジュニアレスリングクラブ 橋本　和貴 市川コシティクラブ

28 kg級RED 河又　純大 ポゴナクラブジム 川上　琉輝也 大子ジュニアレスリングクラブ 久保山　朔 焼津ジュニアレスリングスクール 萩本　浬愛 邑楽ジュニアレスリングクラブ

28 kg級BLUE 片岡　優 パラエストラ　チームリバーサル 山本　はるあ 東伊豆ジュニアレスリング 原田　隼輔 ひたちなかレスリングクラブ 髙野　莉継 ポゴナクラブジム

33 kg級RED 清水　悠希 焼津ジュニアレスリングスクール 山本　岐 東伊豆ジュニアレスリング 檜山　惇也 大子ジュニアレスリングクラブ 榊　春那 米澤工Jr.レスリングクラブ

33 kg級BLUE 石橋　哲弥 松戸ジュニアレスリングクラブ 加藤　空 関宿レスリングクラブ 森本　勘介 Kan Club 三浦　琉生 ひたちなかレスリングクラブ

39 kg級 友末　旬真 ワセダクラブ 大内　悠輝 パラエストラ　チームリバーサル 鶴屋　玲央 パラエストラ　チームリバーサル 永井　琥一朗 BRAVE

42 kg級 山田　航大 パラエストラ　チームリバーサル 福地　瑠倭 下野サンダーキッズレスリング 福田　ここな 邑楽ジュニアレスリングクラブ 内藤　暖次朗 BRAVE

＋42 kg級 金澤　永和 柏レスリングクラブ 和田　三志郎 館林ジュニアレスリングクラブ 高松　薫 HANASAKI　Jr.WRESTLING CLUB 大内　　誠 ひたちなかレスリングクラブ

30 kg級 木島　鼓羽太 龍ケ崎レスリングクラブ 高橋　千紘 水戸市レスリングクラブ 丸山　幹太 大子ジュニアレスリングクラブ 中田　暁之進 大子ジュニアレスリングクラブ

34 kg級 椎名　遥玖 パラエストラ　チーム・リバーサル 渡辺　伊織 柏レスリングクラブ 徳江　星雫 ＰＡＬＡＩＳＴＲＡ 西島　輝 松戸ジュニアレスリングクラブ

39 kg級 阿部　貫太 松戸ジュニアレスリングクラブ 吉田　煌 関宿レスリングクラブ 植杉　飛彩 はんのう山中道場 宮澤　秋也 HANASAKI　Jr　WRESTLING

45 kg級RED 水崎　竣介 焼津ジュニアレスリングスクール 本橋　矢大 下野サンダーキッズレスリングクラブ 加藤　航平 おおたスポーツアカデミー 構　福之介 おおたスポーツアカデミー

45 kg級BLUE 加藤　在 おおたスポーツアカデミー 中村　友哉 おおたスポーツアカデミー 小島　昴 HANASAKI　Jr　WRESTLING 渡辺　隼太朗 伊勢崎スパークラーズ

51 kg級 松井　礼士 おおたスポーツアカデミー 川端　健太 明和レスリングクラブ 鶴屋　浩斗 パラエストラ　チーム・リバーサル 大澤　響 おおたスポーツアカデミー

＋51 kg級 藤田　宝星 猛禽屋レスリングクラブ 村野　太紀 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ 石塚　佑慎 おおたスポーツアカデミー 仮屋園　涼祐 那須塩原市レスリングスポーツ少年団

30 kg級 井上 いまり 佐久市レスリング教室クラブ 惣﨑　希夏 長泉ファイティングエンジェルス 稲葉　陽咲 MANAwrestling team 村田　悠芽夏 邑楽ジュニアレスリングクラブ

35 kg級 髙久　知笑凛 下野サンダーキッズレスリング 青山　成実 邑楽ジュニアレスリングクラブ 西村　唯菜 焼津ジュニアレスリングスクール 渡部　葵 田島チビッコレスリングクラブ

40 kg級 蓮見　真帆 ひたちなかレスリングクラブ 筒井　双 ひたちなかレスリングクラブ 村田　悠夏 邑楽ジュニアレスリングクラブ 宇野　聖奈 足利ミニレスクラブ

45 kg級 吉田　海音 ＫＡＮ－culb 堀江　采加 足利ミニレスクラブ 白井　李佳 さくらレスリングクラブ 山田　まい 伊勢崎スパークラーズ

＋45 kg級 新家谷　和奏 市川コシティクラブ 吉田　ロヤ 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 大内　真美 ひたちなかレスリングクラブ

40 kg級 片岡　大河 パラエストラ　チーム・リバーサル 永井　陸斗 市川コシティクラブ 西澤　正喜 取手レスリングクラブ 竹本　優 焼津ジュニアレスリングスクール

47 kg級 高野　航成 パラエストラ　チーム・リバーサル 坂庭　圭 おおたスポーツアカデミー 秋山　丈翔 焼津ジュニアレスリングスクール 大橋　慶士 パラエストラ　チーム・リバーサル

54 kg級 志村　優充 邑楽ジュニアレスリングクラブ 秋山　大和 焼津ジュニアレスリングスクール 山田　康介 館林ジュニアレスリングクラブ 高橋　黎 邑楽ジュニアレスリングクラブ

60 kg級 上村　朋也 千代田ジュニアレスリングクラブ 千葉　妃勇雅 修善寺キッドレスリングクリニック 五十嵐　開 田島チビッ子レスリングクラブ 松村　アトム 那須塩原市レスリングスポーツ少年団

68 kg級 松山　拓磨 猛禽屋レスリングクラブ 和田　晋太郎 館林ジュニアレスリングクラブ 和田　滉二郎 館林ジュニアレスリングクラブ

＋68 kg級 城所　拓馬 おおたスポーツアカデミー 藤田　龍星 猛禽屋レスリングクラブ 金澤　空大 柏レスリングクラブ 吉田　アラシ 市川コシティクラブ

48 kg級 原口　真優 明和レスリングクラブ 横尾　瑠衣 明和レスリングクラブ 惣﨑　月深 長泉ファイティングエンジェルス 土屋　沙和 沼津レスリングクラブ

54 kg級 袴田　ちはや 長泉ファイティングエンジェルス 滝田　彩乃 大子ジュニアレスリングクラブ 池田　陽 市川コシティクラブ 長井　美緒 邑楽ジュニアレスリングクラブ

＋57 kg級 藤倉　優花 邑楽ジュニアレスリングクラブ 武田　杏 大間々レスリングクラブ
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第14回上武洋次郎杯邑楽町少年少女レスリング大会　試合結果
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