
JOC JUNIOR OLYMPIC CUP
第11回少年少女選抜レスリング選手権大会

階　級 優　勝 準優勝 第３位

男子の部
４年生

26kg級 石　井　康　平 水戸市レスリン 齋　藤　僚　太 松戸ジュニア 髙　橋　和　希 沼津クラブ 水　野　　　翔 鶴見クラブ

28kg級 土　性　　　蓮 一志ジュニア 橋　本　星　良 松戸ジュニア 長谷川　裕　真 佐久レスリング 藤　川　　　彬 小玉ジュニア

30kg級 桑　田　夏陽亜 ゴールドキッズ 福　田　東　記 日立市クラブ 飯　田　　　陽 松戸ジュニア 豊　巻　拓　哉 八戸クラブ

33kg級 乙　黒　圭　祐 山梨ジュニア 黒　野　　　祥 刈谷チビッコ 古　谷　直　樹 龍レスクラブ 井　出　光　星 小諸キッズ

36kg級 越　田　強　太 MIYAHARA GYM 田　辺　雄　史 吹田市民教室 奥　井　勇　真 熊野路ジュニア 伊　藤　真　也 吹田市民教室

39kg級 澤　　　太　朗 吹田市民教室 伊　藤　　　駿 吹田市民教室 萩　本　　　龍 千代田ジュニア 瀬　野　春　貴 刈谷チビッコ

42kg級 奥　田　海　人 東海ジュニア 吉　田　　　嵩 島原レスリング 番　匠　弘　昌 東洋大倶楽部 廣　瀬　郁　也 羽島レスリング

＋45kg級 山　本　泰　丈 札幌ちびレス 坂　田　龍　星 飯能レスリング 冨　栄　雅　秀 関宿クラブ 橘　　　洋　功 PUREBRED大宮

男子の部
５年生

28kg級 山　﨑　慎　也 ゴールドキッズ 小　柳　和　也 小諸キッズ 長　沼　政　哉 羽島レスリング 大　塚　　　凌 宇都宮クラブ

30kg級 山　内　俊　輝 刈谷チビッコ 川　村　拳　土 大子ジュニア 藤　田　隆　斗 大子ジュニア

32kg級 樋　口　　　黎 吹田市民教室 黒　沢　健　斗 小玉ジュニア 曽根川　　　侑 北九州クラブ 飯　島　直　己 松崎Jrクラブ

34kg級 渡　辺　大　貴 吹田市民教室 早　川　誠　一 刈谷チビッコ 松　井　　　涼 羽島レスリング 酒　向　祐　輝 松戸ジュニア

36kg級 竹　中　拳士朗 木口道場 増　田　佑　司 吹田市民教室 岩　永　武　朗 北九州クラブ 佐　藤　賢　紀 日立市クラブ

39kg級 前　田　頼　夢 フクイクラブ 長　沼　大　記 羽島レスリング 神　田　航　也 柏クラブ 野　崎　友　弘 松戸ジュニア

42kg級 水　野　真　斗 AACC 守　屋　凌　太 松戸ジュニア 鈴　木　大　樹 東北学院クラブ 古　澤　宏　野 エンジョイ

45kg級 三　輪　勇　斗 関宿クラブ 深　谷　公　貴 刈谷チビッコ 金　子　昭　太 和光少年クラブ 太　田　飛　鳥 札幌ちびレス

48kg級 竹　本　壮　志 若狭キッズ 藤　田　光　希 大子ジュニア 名子平　淑　男 倉吉クラブ 近　藤　力　也 徳山チビッ子

51kg級 白　井　勝　太 フクイクラブ 野　中　祐　太 霞ヶ浦アンジュ

＋54kg級 奥　井　眞　生 熊野路ジュニア 武　田　光　司 ジョウネン 古　城　涼　真 徳山チビッ子

男子の部
６年生

30kg級 藤　川　聖　士 和光少年クラブ 大　倉　　　諒 八戸クラブ 豊　巻　和　守 八戸クラブ 川　島　智　宏 和光少年クラブ

32kg級 谷　　　怜　真 猪名川 青　木　俊　聡 チームＡ 川　島　伸　宏 和光少年クラブ

34kg級 中　村　倫　也 PUREBRED大宮 澤　部　勇　利 刈谷チビッコ 河　名　真寿斗 東広島ジュニア 金　田　一　輝 郡山スポ少

36kg級 渋　谷　勇　生 ゴールドキッズ 熊　本　拓　海 取手クラブ 朝比奈　尚　輝 野田クラブ 小　椋　　　翔 倉吉クラブ

39kg級 中　田　　　陽 四日市ジュニア 松　嶋　　　頼 AACC 後　藤　良　弥 大間々クラブ 多胡島　伸　佳 ほくしかん

42kg級 伊　藤　和　真 吹田市民教室 花　井　尊　道 四日市ジュニア 近　藤　元　気 徳山チビッ子 野　村　勇　志 徳山チビッ子

45kg級 佐　藤　優　哉 米沢クラブ 紺　野　孝　太 高岡ジュニア 上　野　慎太郎 マイスポーツ 小　林　俊　瑛 水戸市レスリン

48kg級 南　條　良　典 吹田市民教室 川　村　倫　平 沼津クラブ 佐　藤　朋　哉 米沢クラブ 田　村　　　優 長泉ＦＡ

51kg級 後　藤　譲　二 米沢クラブ 上　野　大　輝 八戸クラブ 加　藤　元　希 フクイクラブ 宮　川　　　郁 倉吉クラブ

54kg級 平　沢　直　城 取手クラブ 岩　波　成　人 勲武館道場 遠　田　晶　生 木口道場 近　藤　克　磨 和光少年クラブ

57kg級 川　島　將　揮 一宮レスリング 清　水　広　和 山梨ジュニア 仁　濱　　　優 PUREBRED大宮 根　岸　卓　也 千代田ジュニア

＋57kg級 和　智　健　悟 ウエノハラ 佐　藤　聖　翔 島原レスリング 藪　塚　尚　登 大間々クラブ 山　本　晋　也 札幌ちびレス

女子の部
４年生

24kg級 中　澤　美　旺 ハナサキJr

28kg級 五十嵐　未　帆 柏クラブ 豊　田　麻　琴 和光少年クラブ 坂　本　美奈実 大間々クラブ 松　田　美　幸 斉藤道場

30kg級 三　浦　美　優 沼津クラブ 松　井　明日香 羽島レスリング 河　野　桜　子 東洋大倶楽部 布施木　美　佳 取手クラブ

33kg級 小　林　奏　音 佐久レスリング 野　崎　舞夏星 浜松ＳＳＦＣ 木　村　遥　陽 青森クラブ

36kg級 岡　本　佳　子 北九州クラブ 白　井　佑　季 フクイクラブ 熊　谷　莉里子 練馬谷原くらぶ 高　橋　海寿々 ゴールドキッズ

＋36kg級 木　澤　早　織 ゴールドキッズ 斉　藤　未　来 松崎Jrクラブ 浜　岡　佑　帆 イセサキ 亀　井　　　彩 松戸ジュニア

女子の部
５年生

28kg級 坂　上　楓舞希 小玉ジュニア 笠　井　鈴　夏 沼津クラブ

30kg級 田　邉　優　貴 松戸ジュニア 宮　田　理　菜 マイスポーツ 清水目　優　生 十和田クラブ

33kg級 奥　野　里　菜 一志ジュニア 竹　本　みのり 四日市ジュニア 舘　野　文　音 木口道場 梅　林　美　希 小玉ジュニア

36kg級 小　林　広　奈 フクイクラブ 廣　瀬　瑠　実 沼津クラブ 坂　口　咲紅良 王子ジュニア 吉　崎　祐　衣 斉藤道場

40kg級 香　山　芳　美 逗子キッズ 佐々木　なつみ 飯田川スポ少 徳　井　綾　香 倉吉クラブ 朝　野　新　菜 黒部スポ少

＋40kg級 北　　　尚　恵 MIYAHARA GYM 赤　坂　知　佳 八戸クラブ 高　野　千　鶴 黒部スポ少 福　井　彩　音 十和田クラブ

女子の部
６年生

33kg級 高　山　奈　々 勲武館道場 田　中　裕　美 東海ジュニア

36kg級 宮　原　　　優 MIYAHARA GYM 木　村　安　里 千代田ジュニア 坂　上　惟央璃 小玉ジュニア 渡　辺　里　莉 マイスポーツ

40kg級 渡　辺　由　香 日野クラブ 打　江　佳　菜 マイスポーツ 池　田　　　慧 代々木Jr 二　宮　万智恵 北九州クラブ

45kg級 土　性　沙　羅 一志ジュニア 入　江　ななみ 北九州クラブ 仲　村　理　沙 イセサキ 柴　﨑　仁　沙 館林ジュニア

＋45kg級 坂　野　結　衣 吹田市民教室 湯　浅　志澄歌 ジョウネン 市  川　ゆりか 山田スポーツ

期日：平成19年３月３日～４日 / 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター・大体育室 / 参加：86クラブ、341名
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