
令和４年度千代田町近接少年少女レスリング大会　結果一覧

第１位 第２位 第３位 第３位
幼年 １８ｋｇ級 宮藤　庵( 市川コシティクラブ) 林　律樹(東海ジュニアレスリングクラブ) 葉山　新(グロリアレスリングクラブ) 城　咲良(ＡＡＣＣ)

幼年 ２１ｋｇ級 田村　哲志( GOLDKIDS) 村井　優心(BRAVE) 鳥居　美遥(松戸ジュニアレスリングクラブ) 小佐野賢任(WRESTLE-WIN)

幼年 ２４ｋｇ級 川口　心雅(小玉ジュニアレスリングクラブ ) 佐藤　穂英(BRAVE) 杉本　開(ＡＡＣＣ) 花本　清人( 市川コシティクラブ)

幼年 ２７ｋｇ級 大柴　響(野田レスリングクラブ) 濱中　乃輔 ( 市川コシティクラブ) 鹿児島　侃太(東海ジュニアレスリングクラブ) 坂本　悠利(霞ヶ浦レスリングクラブ )

幼年 ＋２７ｋｇ級 菊地　志鷹(AJPW.Jr) 濱中　陽良( GOLDKIDS) 山下　純平(柏レスリングクラブ) 坂本　璃恩(霞ヶ浦レスリングクラブ )

小学１，２年 ２１ｋｇ級 石渡　惟織( 逗子キッズレスリングクラブ) 岡田　健聖(ワセダクラブ) 小林　みこの(PALAISTRA) 西川　昴(ＬＯＴＵＳ世田谷)

小学１，２年 ２４ｋｇ級 星野　秋介(フェニックスクラブ) 坪井　くらら(ワセダクラブ) 坂口寧音(WRESTLE-WIN) 峯　葵央葉( 市川コシティクラブ)

小学１，２年 ２７ｋｇ級 川口光流(霞ヶ浦レスリングクラブ) 上田　千晃(水戸市レスリングクラブ) 辻　徹平(PALAISTRA) 天田　椎菜(大間々レスリングクラブ)

小学１，２年 ３０ｋｇ級 真中　叶馬(取手レスリングクラブ) 三宅晴人(WRESTLE-WIN) 神代　隆馬(日立市レスリングクラブ) 奥田　晴日( 逗子キッズレスリングクラブ)

小学１，２年 ３４ｋｇ級 新井　葉生(トイカツ道場) 伊藤英佑(WRESTLE-WIN) 野間由花子(WRESTLE-WIN) 相原　湊(BRAVE)

小学１，２年 ３８ｋｇ級 宮藤　壱伍( 市川コシティクラブ) 河野　泰成( 市川コシティクラブ) 大屋　礼志( 逗子キッズレスリングクラブ) 高橋　遡(東海ジュニアレスリングクラブ)

小学１，２年 ＋３８ｋｇ級 関谷　怜樹(さくら市少年レスリングクラブ) 大川智紀(霞ヶ浦レスリングクラブ ) 齋藤　梨香子(AJPW.Jr) 佐藤宏太(WRESTLE-WIN)

小学３年 ２４ｋｇ級 樋口　蔵之介(トイカツ道場) 志水　陽向( 逗子キッズレスリングクラブ) 齋藤　良輔(おおたスポーツ学校（ＯＳＡ）)

小学３年 ２８ｋｇ級 小林　桂士(PALAISTRA) 石渡　惟楓( 逗子キッズレスリングクラブ) 荒川　倫太郎( 市川コシティクラブ) 提箸真大(SPIDER)

小学３年 ３３ｋｇ級 佐々木　駿介(取手レスリングクラブ) 水野　岳(ポゴナクラブ ) 冨山　聖斗(水戸市レスリングクラブ) 佐藤　勇馬(市川コシティクラブ)

小学３年 ３８ｋｇ級 根本　琳大(龍ヶ崎レスリングクラブ ) 菊地　日向(Future Dream Wrestling Club) 鏑木　基成(明和レスリングクラブ) 川路　航大( TEAM BISON’S BY SENSHU-UNIV.)

小学３年 ４１ｋｇ級 三谷　洸心(チームリバーサル) 菊池　玲音(大子ジュニアレスリングクラブ) 倉持　泰三(FUJIMI kids)

小学３年 ４８ｋｇ級 工藤　蒼大(フェニックスクラブ)

小学３年 ＋４８ｋｇ級 関谷　樹良(さくら市少年レスリングクラブ) 江泉　凌馬(SPIDER) 半田　謙正(館林ジュニアレスリングクラブ) 武藤　聖汰(館林ジュニアレスリングクラブ)

小学４年 ２８ｋｇ級 牛窓 尊天(NEXUS YOKOSUKA) 坂口麟太郎(WRESTLE-WIN) 八下田 悠琉(たぬまアスレチッククラブ ) 石原　源大( 逗子キッズレスリングクラブ)

小学４年 ３３ｋｇ級 太田恵人(WRESTLE-WIN) 丸岡　大騎(WRESTLE-WIN) 小杉　玲央(トイカツ道場) 寳嶋　勲嗣(NEXUS YOKOSUKA)

小学４年 ３８ｋｇ級 近野　隆弥(NEXUS YOKOSUKA) 八木　琥太郎(トイカツ道場) 松枝　碧(BRAVE) 堀内　進平(巻っずレスリングクラブ)

小学４年 ４３ｋｇ級 松本　航輝(霞ヶ浦レスリングクラブ ) 神代　隆清(日立市レスリングクラブ) 大槻　優馬(HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB) 志田　元之介(練馬谷原くらぶ)

小学４年 ４８ｋｇ級 阿部　凌大(NEXUS YOKOSUKA) 澤山　珠真(おおたスポーツ学校) 栗栖　康介(チームリバーサル)

小学４年 ５４ｋｇ級 荒川　慶穂(山中　道場) 諸星　真也(FUJIMI kids)

小学４年 ＋５４ｋｇ級 根本　廉丈(龍ヶ崎レスリングクラブ ) 増田　陽(FUJIMI kids)

3，4年女子 ２４ｋｇ級 鳥居　美波(松戸ジュニアレスリングクラブ) 鳥居　美咲(松戸ジュニアレスリングクラブ)

3，4年女子 ２８ｋｇ級 ガレダギ　亜凛(イランレスリングクラブ) 森山　芽咲(横須賀ジュニアレスリングクラブ) 川口夏希(霞ヶ浦レスリングクラブ) 宮部　はづき(取手レスリングクラブ)

3，4年女子 ３２ｋｇ級 安藤　聖羅(沼津レスリングクラブ) 今井　園乃(AACC) 岡田　ニカ(SPIDER ) 古田乙峰(GOLDKIDS)

3，4年女子 ３６ｋｇ級 吉田　玲衣(フェニックスクラブ) 天田　陽葵(大間々レスリングクラブ) 鳥居　希子(PALAISTRA) 峯　莉里香(市川コシティクラブ)

3，4年女子 ４１ｋｇ級 町田 紀杏(フィギュアフォークラブ) 柿田　笑(WRESTLE-WIN) 笛木　紬衣(伊勢崎スパークラーズ) 村山　環(練馬谷原くらぶ)

3，4年女子 ４８ｋｇ級 柳町　美月(Ｔ－ＫＩＤＳレスリングクラブ) 大川　光江(霞ヶ浦レスリングクラブ ) 岩崎　優香(AJPW.Jr)

小学５年 ３３ｋｇ級 保坂　彪悟(フェニックスクラブ) 森　智輝(フィギュアフォークラブ) 白井　汰( TEAM BISON’S BY SENSHU-UNIV.) 小笠原　悠力(フェニックスクラブ)

小学５年 ３８ｋｇ級 髙橋　侑宇(イランレスリングクラブ) 田村　優羽(練馬谷原くらぶ) 辻　進太郎(PALAISTRA) 上田　将生(水戸市レスリングクラブ)

小学５年 ４３ｋｇ級 今井　絢太(AACC) 當間 嗣緒(NEXUS YOKOSUKA) 小島　和(AJPW.Jr)

小学５年 ４８ｋｇ級 柴木　丈(上州トレジャーレスリングクラブ ) 構　琉之介(おおたスポーツ学校（ＯＳＡ）) 岩間　紫眞(ひたちなかレスリングクラブ) 横山　勇仁(さくら市少年レスリングクラブ)

小学５年 ５４ｋｇ級 櫻林　駿凛(HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB) 山下　修蔵(BRAVE) 加藤　伶依(沼津レスリングクラブ) 大川　煌心(東海ジュニアレスリングクラブ)

小学５年 ６０ｋｇ級 根岸　宗誉(BRAVE)

小学５年 ＋６０ｋｇ級 鈴木　大晴(フェニックスクラブ) 染谷陸(チームリバーサル)

小学６年 ３３ｋｇ級 依田　尚樹(佐久市レスリング教室クラブ) 山内　悠晟(田島チビッ子レスリングクラブ) 橋本　陽斗(GOLDKIDS) 楳沢竜治郎(SPIDER)

小学６年 ３８ｋｇ級 佐藤　那都(BRAVE) 稲田　丞真(明和レスリングクラブ) 田中　真紀斗(フェニックスクラブ) 佐野　孝汰(山中　道場)

小学６年 ４３ｋｇ級 森藤　平蔵(トイカツ道場) ガレダギ　愛千(イランレスリングクラブ) 柴﨑　祢軌(イランレスリングクラブ) 神河　勇吹(チームリバーサル)

小学６年 ４８ｋｇ級 久保　颯大(GOLDKIDS) 永田　聖魁(WRESTLE-WIN) 中村　望夢(ポゴナクラブ ) 河又　裕大(ポゴナクラブ )

小学６年 ５４ｋｇ級 吉成　大門(NEXUS YOKOSUKA) 齋藤　隆博(AJPW.Jr) 川島　颯弥(千代田ジュニアレスリングクラブ) 石井　巧真(水戸市レスリングクラブ)

小学６年 ６０ｋｇ級 上田　悠生(水戸市レスリングクラブ) 嶋崎　航太(明和レスリングクラブ) 谷津　悠仁(上州トレジャーレスリングクラブ ) 関塚　玲志(館林ジュニアレスリングクラブ)

小学６年 ６６ｋｇ級 阿部 佑亮(NEXUS YOKOSUKA)

小学６年 ＋６６ｋｇ級 秋保　光( GOLDKIDS) 松山　上太郎( TEAM BISON’S BY SENSHU-UNIV.) 荒川　幸飛(山中　道場)

5，6年女子 ３０ｋｇ級 佐藤　莉桜(東海ジュニアレスリングクラブ) 椎名玲美(チームリバーサル) 本名　沙羽(巻っずレスリングクラブ) 佐藤　心美(大間々レスリングクラブ)

5，6年女子 ３４ｋｇ級 矢野  朱莉(フィギュアフォークラブ) 下島小歩(国士舘クラブ ) 八下田 結萌(たぬまアスレチッククラブ ) 前原 梨花(たぬまアスレチッククラブ )

5，6年女子 ３８ｋｇ級 東　海里(フェニックスクラブ) 志田　野乃美(練馬谷原くらぶ) 及川　美優(東海ジュニアレスリングクラブ) 下島夕和(国士舘クラブ )

5，6年女子 ４５ｋｇ級 尻無濱せな(WRESTLE-WIN) 菅原早穂(磯工ベアーズ) 村田　悠杏(邑楽ジュニアレスリングクラブ) 苅谷　萌々香(おおたスポーツ学校（ＯＳＡ）)

5，6年女子 ５０ｋｇ級 佐古　光優( 市川コシティクラブ) 奥野　愛樹美(明和レスリングクラブ) 石井愛加里(上州トレジャーレスリングクラブ ) 川本　千夏(柏レスリングクラブ)

5，6年女子 ５５ｋｇ級 飯田　奏(ヤマガタレスリングクラブ) 白砂　萌珂(AJPW.Jr) 酒井　愛央(Future Dream Wrestling Club) 関田穂花(上州トレジャーレスリングクラブ )

5，6年女子 ６５ｋｇ級 スローター　舞空(明和レスリングクラブ) 菊地　水唯(Future Dream Wrestling Club)

中学女子 ３９ｋｇ級 東　海良(フェニックスクラブ) 本名　奏天(巻っずレスリングクラブ) 岩崎　うみ(町田レスリングクラブ　ZELOS )

中学女子 ４３ｋｇ級 日向　玲奈(松戸ジュニアレスリングクラブ) 神谷　朱音(取手レスリングクラブ) 萩本　浬愛(邑楽ジュニアレスリングクラブ) 本間　あみ(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学女子 ４７ｋｇ級 片岡優(チームリバーサル) 寳嶋 栞那(NEXUS YOKOSUKA) 青木　優香(PALAISTRA) 安藤　愛莉(沼津レスリングクラブ)

中学女子 ５２ｋｇ級 小岩　芽以(松戸ジュニアレスリングクラブ) 三谷心乃(チームリバーサル) 粟野　和夏( 市川コシティクラブ) 関戸　香梨奈( TEAM BISON’S BY SENSHU-UNIV.)

中学女子 ５６ｋｇ級 筒井　双( 日本体育大学桜華中学校) 大川光紀(霞ヶ浦レスリングクラブ ) 藤井　安祐美(おおたスポーツ学校（ＯＳＡ）)

中学女子 ６３ｋｇ級 岩崎　美優( 日本体育大学桜華中学校) 木下 凛(NEXUS YOKOSUKA) 谷津七海(上州トレジャーレスリングクラブ ) 眞島　好花( 日本体育大学桜華中学校)

中学女子 ６６ｋｇ級 本多 結里菜(フィギュアフォークラブ) 大豆生田　麗(ひたちなかレスリングクラブ) 村田　悠芽夏(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学女子 ７０ｋｇ級 高山 海優(NEXUS YOKOSUKA)

中学男子 ３８ｋｇ級 牛窓 勝心(NEXUS YOKOSUKA) 下島一閃(国士舘クラブ ) 関田凌一(上州トレジャーレスリングクラブ ) 近藤　遥斗(Future Dream Wrestling Club)

中学男子 ４１ｋｇ級 桑原 廷佳(NEXUS YOKOSUKA) 江間　大登(ＬＯＴＵＳ世田谷) 加部　雄大(伊勢崎スパークラーズ) 岩永　汰寿久(取手レスリングクラブ)

中学男子 ４４ｋｇ級 依田　朋樹(佐久市レスリング教室クラブ) 川口晴流(霞ヶ浦レスリングクラブ ) 九十九 孝史(フィギュアフォークラブ) 小笠原　櫂真(フェニックスクラブ)

中学男子 ４８ｋｇ級 横田 大和(NEXUS YOKOSUKA) 椎名遥玖(チームリバーサル) 柳澤　志音(おおたスポーツ学校（ＯＳＡ）) 長谷川　太一(東海ジュニアレスリングクラブ)

中学男子 ５２ｋｇ級 本多 正虎(NEXUS YOKOSUKA) 内海　楽(MTXアカデミー) 小此木仁之佑(WRESTLE-WIN) 伊藤　陸人(水戸市レスリングクラブ)

中学男子 ５７ｋｇ級 星野　歩汰(大間々レスリングクラブ) 土肥　利羽(MTXアカデミー) 佐藤　陽斗(Future Dream Wrestling Club) 成田　丞埜心(東海ジュニアレスリングクラブ)

中学男子 ６２ｋｇ級 中納　京介(HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB) 田中　智大(フェニックスクラブ) 永田　裕生(MTXアカデミー) 構　信之介(おおたスポーツ学校（ＯＳＡ）)

中学男子 ６８ｋｇ級 山田航大(チームリバーサル) 森田陵右(上州トレジャーレスリングクラブ ) 柴木連(上州トレジャーレスリングクラブ ) 和田　三志郎(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子 ７５ｋｇ級 山中創太(磯工ベアーズ) 横山　慎志(HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB) 水庭　玄輝(FRG山梨キッズアカデミー)

中学男子 ８５ｋｇ級 金澤　永和(柏レスリングクラブ) 木崎　太賀(柏レスリングクラブ) 丹山　世梛(おおたスポーツ学校（ＯＳＡ）) 菊地　洋向(Future Dream Wrestling Club)

中学男子 １１０ｋｇ級 竹澤　光(HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB)

最優秀選手

最優秀選手

小学生の部　　小学6年生の部　43㎏級　　森藤　平蔵(トイカツ道場)

中学生の部　　　　　　　　　　　　 57㎏級　　星野　歩汰(大間々レスリングクラブ)


