
部門

17 ㎏級 伊藤　久遠 四日市 圓山　泰生 マイスポ 本多　香里菜 フィギュア

19 ㎏級 五味 虹登 山梨Ｊｒ 秋山　大和 焼津Ｊｒ 森川　晴凪 一志

21R ㎏級 時田　一生 焼津Ｊｒ 井上　甲太 高田道場 武中　寅光 鳥羽

21B ㎏級 高橋　海大 焼津Ｊｒ 萩野　海志 ファイヤー 菅野　嵐士 ファイヤー

23 ㎏級 飯沢　大心 ファイヤー 大村　幸誠 山梨キッズ 小林　久美 千代田

26 ㎏級 吉田　アラシ 松戸 工藤　大知 一志 杉崎　鷹汰 KING'S

+26 ㎏級 五十嵐　文弥 高田道場 神保　蒼汰 ファイヤー 村上　迪希 東伊豆Ｊｒ

20 ㎏級 横川　蓮 ＧＯＬＤ 伊藤　乃愛 四日市 植松　夏鈴 沼学Ｊｒ

22 ㎏級 笠井　梨瑚 焼津Ｊｒ 三谷　朱音 沼学Ｊｒ 植村　仁美 鳥羽

小学１年生 24 ㎏級 伊藤　海 吹田 千森　稔矢 吹田 西田　衛人 エンジョイ

小学２年生 24 ㎏級 青柳　善の輔 AACC 山際　真二朗 四日市 塩谷　優 ＧＯＬＤ

26 ㎏級 濱本　心聞 エンジョイ 田下　奏樹 ＰＵＲＥ 小沼　魁成 KING'S

28 ㎏級 深田　雄智 AACC 矢部　晴翔 東海 杉崎　龍一 KING'S

30 ㎏級 小沼　龍心 KING'S 宮崎　七虹 刈谷 青野　健也 AACC

32 ㎏級 佐藤　匡記 ファイヤー 高橋　夢大 焼津Ｊｒ 渡辺　慶二 水戸

36 ㎏級 山田　脩 ゼン　トータル 長島　水城 沼学Ｊｒ 古川　貴也 北杜

+36 ㎏級 佐藤　涼火 ＧＯＬＤ 寺本　鈴 四日市 堀口　大智 四日市

24 ㎏級 笠井　雄元 沼津 佐々木　航 沼学Ｊｒ 吉村　朋晃 マイスポ

26 ㎏級 時田　隆成 焼津Ｊｒ 佐々木　翼 沼学Ｊｒ 吉村　涼菜 ＰＵＲＥ

28 ㎏級 池畑　恒輝 四日市 森川　海舟 高田道場 堤　太一 沼津

30 ㎏級 服部　大虎 水戸 鈴木　歩夢 水戸 森川　陽斗 沼津

33 ㎏級 稲葉　海人 AACC 太田　陸斗 四日市 飯沢　晴貴 ファイヤー

36 ㎏級 基山　仁太郎 四日市 青木　新之亮 ＤＥＶＩＬＳ 山本　真聖 桑名

39 ㎏級 石黒　隼士 ＧＯＬＤ 松田　泰地 一宮

42 ㎏級 井上　蓮汰 吹田 樋口　風嘉 マイスポ 丸山　純樹 長泉ＦＡ

46 ㎏級 関根　晃一 AACC 種橋　竜 東海 丸目　哲郎 刈谷

+46 ㎏級 吉田　ケイワン 松戸 長島　光希 水戸 白井　達也 エンジョイ

30 ㎏級 長谷川　愛留 AACC 小川　翔太 堺初芝 七野　公輝 パラエストラ

32 ㎏級 斉藤　一樹 KING'S 松井　稜 桑名 土屋　佑斗 長泉ＦＡ

34 ㎏級 阿部　敏弥 水戸 清　勇斗 沼学Ｊｒ 菊池　寛汰 刈谷

36 ㎏級 藤田　眞大 沼津 湯原　諒真 刈谷 神谷　龍一 刈谷

39 ㎏級 尾形　颯 松戸 逆井　琉偉 パラエストラ 水谷　亮汰 四日市

42 ㎏級 神　鉄平 AACC 中村　海斗 刈谷 松雪　泰成 刈谷

45 ㎏級 矢部　和希 東海 宮内　滉平 AACC 森川　周斗 沼津

48 ㎏級 上野　裕次郎 マイスポ 井川　佑哉 ファイヤー 杉山　元隆 東海

54 ㎏級 石黒　峻士 ＧＯＬＤ 小林　聖弥 鳥羽 濱本　鉄心 エンジョイ

+54 ㎏級 山崎　弥十朗 ＰＵＲＥ 飯村　友基 水戸 打江　泰介　 マイスポ

階級

小学３・４年生

小学５・６年生

幼年

３位

小学１・２年生

小学１・２年生

第２４回中部日本ジュニアレスリング大会　入賞者一覧表

焼津市総合体育館　平成２２年３月２７・２８日

１位 ２位



部門 階級 ３位

第２４回中部日本ジュニアレスリング大会　入賞者一覧表

焼津市総合体育館　平成２２年３月２７・２８日

１位 ２位

24 ㎏級 末光　杏菜 松戸 馬場　希咲 刈谷 馬渡　晴凪 四日市

28 ㎏級 吉元　玲美那 AACC 太田　若那 パラエストラ 横川　桜良 ＧＯＬＤ

32 ㎏級 屶網　さら エンジョイ 桑原　愛 焼津リ 松雪　成葉 刈谷

36 ㎏級 鈴木　志保 東海 花井　瑛絵 四日市 松雪　泰葉 刈谷

+36 ㎏級 丸山　栞和 長泉ＦＡ 清水　丹音 沼津 森川　美和 沼津

30 ㎏級 曽根　彩未 焼津Ｊｒ 鈴木　小鼓 ＤＥＶＩＬＳ 田口　あい マイスポ

34 ㎏級 横川　和奏 ＧＯＬＤ 小坂　泉生 マイスポ 岩野　春菜 ファイヤー

38 ㎏級 谷山　菜緒 エンジョイ 山下　千穂 ＧＯＬＤ 上野　智子 ＧＯＬＤ

43 ㎏級 加賀田　葵夏 ＧＯＬＤ 澤田　千優 AACC 澤田　璃子 三島南

+43 ㎏級 奥野　春菜 一志 直　桂果 金沢 花井　稚菜 四日市

38 ㎏級 清水　洸希 金沢 齋藤　僚太 松戸 仲山　幸大 刈谷

42 ㎏級 藤波　勇飛 いなべ 粟　晋太郎 金沢 実方　直也 野田一中

47 ㎏級 松宮　大樹 いなべ 米澤　圭 AACC 澤田　龍人 AACC

53 ㎏級 澤田　夢有人 三島南 朝比奈　尚輝 野田一中 吉澤　拳斗 AACC

59 ㎏級 初見　智徳 野田一中 上野　慎太郎 マイスポ 仲山　周眞 刈谷

66 ㎏級 鈴木　岳登 霞ヶ浦 深谷　公貴 刈谷 中里　貴大 館林

73 ㎏級 伊藤　瑛志 ＳＳＦＣ 清水　広和 山梨Ｊｒ 冨栄　雅秀 KING'S

+73 ㎏級 服部　弘慶 四日市 川島　將揮 一宮 輿石　啓太 山梨Ｊｒ

41 ㎏級 野﨑　舞夏星 ＳＳＦＣ 福田　沙季 刈谷 渡辺　里莉 マイスポ

46 ㎏級 三浦　美優 沼津 宮田　理菜 マイスポ 竹本　みのり 四日市

52 ㎏級 角谷　萌々果 鳥羽 栄　舞 一志 高橋　海寿々 ＧＯＬＤ

+52 ㎏級 斉藤　未来 KING'S

１位

２位

３位

小学５・６年 ３６ ㎏級藤田　眞大 沼津

【最優秀選手賞】

ゴールドキッズ
沼津レスリングクラブ
四日市ジュニアレスレスリングクラ

小学女子５・６年

【団体戦】

中学女子

中学男子

小学女子３・４年
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【３位決定戦】

4

3

パラエストラ東京

16 沼津学園ジュニアレスリング

四日市ジュニアレスリングクラブ

17 東伊豆ジュニアレスリング

18 エンジョイレスリングクラブ

沼津学園ジュニアレスリング

AACC1

2 ＧＯＬＤ　ＫＩＤ’Ｓ

3 長泉ファイティングエンジェルス

4 水戸市レスリングスポーツ少年団

10 沼津レスリングクラブ

5 焼津ジュニアレスリングスクール

6 刈谷チビッコレスリングスクール

7 四日市ジュニアレスリングクラブ

8 清水ドリームス

9 吹田市民レスリング教室

丸数字は引き分け数

14 山梨ジュニアレスリングクラブ

11 フィギュアフォークラブ

12 松戸ジュニアレスリングクラブ

13 PURE　BRED　大宮

15




