
26kg級 時　田　隆　成 焼津ジュニア 佐々木　　　翼 沼津学園Ｊｒ 小　川　元　気 初芝ジュニア 中　村　晟　悠 金沢ジュニア

28kg級 池　畑　恒　輝 四日市ジュニア 伊　藤　謙　心 新宮ジュニア 秋　山　拓　未 焼津ジュニア 河　名　真偉斗 東広島ジュニア

30kg級 服　部　大　虎 水戸市少年団 米　澤　　　凌 AACC 徳　永　弘　樹 東広島ジュニア 木　村　智　洋 館林ジュニア

33kg級 安　楽　龍　馬 OJ 稲　葉　海　人 AACC 山　口　海　輝 新宮ジュニア 源　平　雅　育 ＦＦＣ

36kg級 基　山　仁太郎 四日市ジュニア 山　本　真　聖 桑名レスリング 小　松　治　紀 王子ジュニア 髙　田　侑　玄 勲武館道場

39kg級 山　田　修太郎 杉田道場 坂　野　秀　尭 吹田市民教室 丸　山　純　樹 長泉ＦＡ 石　黒　隼　士 ゴールドキッズ

42kg級 大　津　拓　馬 ヒガナガレス 浅　海　雄　大 今治クラブ 樋　口　風　嘉 マイスポーツ 井　筒　勇　人 新宮ジュニア

45kg級 関　根　晃　一 AACC 劉　　　宇　洋 小玉ジュニア 丸　目　哲　郎 刈谷チビッコ 菊　池　野　歩 沼津クラブ

＋45kg級 吉　田　ケイワン 松戸ジュニア 林　　　公　平 八戸Kids 古　川　裕　貴 北杜レスリング 大　栄　拓　摩 沖永良部クラブ

28kg級 小　川　翔　太 初芝ジュニア 七　野　公　輝 パラエストラ 村　上　　　光 島原レスリング 桜　井　龍　大 タイガーキッズ

30kg級 松　井　　　稜 桑名レスリング 長谷川　愛　留 AACC 島　谷　東　志 松戸ジュニア 山　田　真太朗 今治クラブ

32kg級 荒　木　大　貴 タイガーキッズ 斉　藤　一　樹 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ 土　屋　佑　斗 長泉ＦＡ 馬　場　雄　大 刈谷チビッコ

34kg級 阿　部　敏　弥 水戸市少年団 植　村　五輪人 トバジュニア 太　田　真　暉 パラエストラ 島　田　捷　礼 AACC

36kg級 湯　原　諒　真 刈谷チビッコ 谷　山　拓　磨 エンジョイ 逆　井　琉　偉 パラエストラ 末　光　蒼　太 松戸ジュニア

39kg級 乙　黒　拓　斗 ゴールドキッズ 東　條　篤　志 エンジョイ 佐々木　虎次郎 中津ジュニア 志　賀　晃次郎 エンジョイ

42kg級 伊　藤　勇　太 青森クラブ 野　崎　槙　也 松戸ジュニア 松　永　大　河 吹田市民教室 横　山　凜太朗 リベラルキッズ

45kg級 馬　渡　和　音 島原レスリング 吉　柴　豪　洋 みぶチビレス 矢　部　和　希 東海ジュニア 小　澤　翔　矢 東伊豆ジュニア

48kg級 梅　林　太　朗 小玉ジュニア 前　田　明　都 フクイクラブ 杉　山　元　隆 東海ジュニア 伊　藤　憲　孝 桑名レスリング

51kg級 三　輪　優　翔 ワヒガシＪＲ 森　野　湧　也 四日市ジュニア 神　田　優　人 山梨ジュニア 佐　藤　佑之介 ＦＵＪＩ

54kg級 小　山　公　平 ゼントータル 今　村　太　陽 クリナップ 安　達　　　勇 ＳＴＦ所沢 関　根　大　修 PUREBRED大宮

＋54kg級 打　江　泰　介 マイスポーツ 三　浦　庶　宏 大楠ジュニア 柴　塚　兵　吾 大間々クラブ 的　場　一　騎 小玉ジュニア

30kg級 吉　田　裕　貴 小玉ジュニア 北　村　峻　基 清水ド

32kg級 藤　波　諒太郎 金沢ジュニア 岩　澤　　　侃 八戸クラブ 菅　原　幹　太 ほくしかん 原　　　虎　徹 ポゴナクラブ

34kg級 菊　池　寛　汰 刈谷チビッコ 織　部　　　翔 ゴールドキッズ 新　井　陸　人 ウツノミヤクラ 橋　本　魁　斗 野田クラブ

36kg級 藤　田　眞　大 沼津クラブ 山　内　　　壮 ゴールドキッズ 吉　村　拓　海 PUREBRED大宮 永　田　丈　治 八戸Kids

39kg級 成　國　大　志 ゴールドキッズ 水　谷　亮　汰 四日市ジュニア 大　垣　　　颯 長泉ＦＡ 後　藤　大　河 杉田道場

42kg級 神　　　鉄　平 AACC 中　村　海　斗 刈谷チビッコ 松　雪　泰　成 刈谷チビッコ 苅　部　将　之 高岡ジュニア

45kg級 齋　藤　雅　敏 日立市クラブ 上　野　裕次郎 マイスポーツ 中　村　剛　士 PUREBRED大宮 矢　後　公　誠 柏クラブ

48kg級 亀　田　直　哉 猪名川 吉　田　アミン 松戸ジュニア 伊　田　雄　貴 横須賀ジュニア

51kg級 小　林　聖　弥 トバジュニア 濱　本　鉄　心 エンジョイ 長　堀　悠　斗 庄内クラブ 横　張　太　一 霞ヶ浦アンジュ

54kg級 石　黒　峻　士 ゴールドキッズ 佐　藤　和　矢 勲武館道場 池　田　　　丈 タクシンジュク

57kg級 山　﨑　弥十朗 PUREBRED大宮 飯　村　友　基 水戸市少年団 渡　辺　敬　登 ＦＵＪＩ

＋57kg級 藤　井　達　哉 タカダシガ 脇　田　俊　之 ネヤガワレス 川　畑　孔　明 沖永良部クラブ 深　谷　允　哉 刈谷チビッコ
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26kg級 鈴　木　里　奈 ほくしかん 西　元　里　杏 山中道場 飯　田　祥　帆 東伊豆ジュニア 沼　　　美　憂 フクイクラブ

28kg級 須　﨑　優　衣 松戸ジュニア 五十嵐　彩　季 関宿クラブ 中　井　梨　花 刈谷チビッコ 曽　根　優　奈 焼津ジュニア

30kg級 高　安　希　姫 GSW 成　國　琴　音 ゴールドキッズ 小　川　祐　奈 小玉ジュニア 上　野　はるか 常滑レスリング

33kg級 南　條　早　映 吹田市民教室 松　雪　成　葉 刈谷チビッコ 塚　本　かおり ＦＦＣ 古　田　浩　香 ＦＦＣ

36kg級 奥　田　美　唯 東海ジュニア 井　出　千　晴 佐久レス教室 杉　山　絢　海 邑楽ジュニア 松　雪　泰　葉 刈谷チビッコ

＋36kg級 森　川　美　和 沼津クラブ 菊　屋　真　紀 ワカバクラブ 丸　山　栞　和 長泉ＦＡ 吉　川　あ　み フクイクラブ

28kg級 稲　垣　妙　香 四日市ジュニア 中　村　未　優 PUREBRED大宮 森　上　莉　那 GSW 高　島　夕　奈 金沢ジュニア

30kg級 山　田　那瑠亜 札幌ちびレス 川　井　優梨子 金沢ジュニア 鈴　木　小　鼓 横浜デビルズ 清　水　世　愛 北杜レスリング

33kg級 大　塚　亜　美 ウツノミヤクラ 佐　藤　雛　子 小諸キッズ 樋　口　　　耀 リベラルキッズ 増　山　汐　音 千代田ジュニア

36kg級 澤　　　葉菜子 吹田市民教室 室　伏　綺美華 沼津クラブ 小　澤　未　来 志賀町ジュニア

40kg級 上　野　智　子 ゴールドキッズ 堀　　　千　咲 東洋大倶楽部 三　輪　奏　歩 関宿クラブ 伊　藤　由布里 四日市ジュニア

＋40kg級 奥　野　春　菜 一志ジュニア 竹　下　　　董 高松クラブ 荒　井　香　帆 和光少年クラブ 坂　梨　弥　生 一宮レスリング

30kg級 鈴　木　花　奈 ほくしかん 曽　根　彩　未 焼津ジュニア 田　口　あ　い マイスポーツ

33kg級 横　川　和　奏 ゴールドキッズ 太　田　理　奈 八戸Kids 小　坂　泉　生 マイスポーツ 原　　　瑞　穂 ポゴナクラブ

36kg級 山　下　千　穂 ゴールドキッズ 金　原　香　澄 刈谷チビッコ 石　田　千　晃 リベラルキッズ 川　井　友香子 金沢ジュニア

40kg級 加賀田　葵　夏 ゴールドキッズ 谷　山　菜　緒 エンジョイ 向　山　詩　歩 志賀町ジュニア 澤　田　千　優 AACC

45kg級 向　田　真　優 四日市ジュニア 西　　　真　代 フクイクラブ

＋45kg級 鈴　木　芽　衣 太田倶楽部 榎　本　美　鈴 八戸Kids 吉　川　茉　佑 フクイクラブ 直　　　桂　果 金沢ジュニア
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女子の部 ４年生


