
NO１

順位
階級
幼年 211 ハヤマ　ヒカル 457 タケシタ　ユウト 306 ウチダ　アオイ

少年 早山 光 竹下 雄登 内田 碧
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 松江レスリングクラブ

135 ナガモト リュウヘイ 101 カワナ マイト 290 サカモト　タクミ 165 カワムラ ユウタロウ

17 永本 竜平 河名 真偉斗 坂本 卓海 川村 優太朗
ｋｇ 四日市ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 東広島ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 高槻レスリング連盟 善通寺レスリングクラブ

203 コマツ　カズト 212 タニヤマ タクマ 352 オオカワ　ユイ 213 ヤマダ ナナオ

19 小松 一斗 谷山 拓磨 大川 優衣 山田 奈直
ｋｇ 若狭ｷｯｽﾞﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 エンジョイレスリングクラブ 堺初芝ジュニアレスリング教室 エンジョイレスリングクラブ

214 シガ コウジロウ 216 トウジョウ アツシ 161 オクノ ハルナ 432 サワダ リュウジ

21 志賀 晃次郎 東條 篤志 奥野 春菜 澤田 隆治
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ エンジョイレスリングクラブ 一志ジュニアレスリング教室 常滑市レスリング教室

218 イワサキ ダイキ 168 ヤマダ　ソウト 408 クロカワ　ヒトシ 77 カミヤ　エリ

23 岩崎 大樹 山田 壯昇 黒川 仁志 紙谷 英里
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ 善通寺レスリングクラブ 日野クラブ 福井レスリングクラブ

78 マエダ ミント 9 ハヤカワ マイ 248 ナカムラ　アキヨシ 467 アサノ ダイチ

＋23 前田 明都 早川 まい 中村 彰善 浅野 大地
ｋｇ 福井レスリングクラブ 刈谷市チビッコレスリングスクール 答志ジュニアレスリング 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

１～２年生 468 イズミ　ユウト 79 スズキ　タカユキ 469 ウチダ ケンタ

18 泉　有人 鈴木 喬之 内田 健太
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 福井レスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

220 タニヤマ ナオ 470 オオスミ　ユウ 35 オサ 　 ユウジ 221 ナカムラ レイト

20 谷山 菜緒 大角 優 長 　 祐史 中村 玲斗
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 斑鳩ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ エンジョイレスリングクラブ

223 ハヤマ リュウタロウ 162 ドショウ　レン 477 ヒラノ　フミナ 475 ウメタニ タイト

22 早山 竜太郎 土性 蓮 平野 史菜 梅谷 泰斗
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ 一志ジュニアレスリング教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

224 オオカワ ケイスケ 297 マエダ ナオト 479 シンカワ モモカ 39 カワサキ ユウタ

24 大川 慧輔 前田 直人 新川 桃香 川﨑 佑太
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ 高槻レスリング連盟 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 斑鳩ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

126 コバヤシ ダイキ 441 ワチ　コウゾウ 480 オオノ シュンスケ 345 オカダ　カンタ

26 小林 大樹 和智 康造 大野 俊介 岡田 幹大
ｋｇ 今治少年レスリングクラブ ウエノハラレスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 島原レスリングスクール

484 イトウ　マサヤ 482 タニ　ノブユキ 483 イノウエ　ハルタカ 485 タナベ　ユウシ

28 伊藤 真也 谷 信幸 井上 陽嵩 田辺 雄史
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

487 サワ　タロウ 199 ナワ　カイシ 42 イトウ　ケンジ 43 オカダ　シュンスケ

30 澤　太朗 名和 魁志 伊藤 憲史 岡田 駿甫
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 宇治レスリング教室 斑鳩ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 斑鳩ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

184 ヤスマツ ナオヤ 488 イトカワ ソウヘイ

32 安松 直哉 糸川 創平
ｋｇ 猪名川レスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

451 マツヤマ コウヘイ 107 ネモト  レイ 489 シイバ マサト 343 ヤマダ　コウスケ

＋32 松山 昂平 根本  怜 椎葉 雅人 山田 弘祐
ｋｇ 育英クラブ 八幡ジュニアレスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 島原レスリングスクール
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成績表

1　　位 ２　　位 ３　　　　位



NO２

順位
階級
３～４年生 66 ナガヌマ　マサヤ 140 ナガモト ケンタ 44 ヒライ アヤカ 227 ヤマダ ユキナ

22 長沼 政哉 永本 健太 平井 彩夏 山田 幸奈
ｋｇ 羽島市レスリング連盟 四日市ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 斑鳩ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ エンジョイレスリングクラブ

163 オクノ　リナ 115 ミヤタ リナ 205 コシノ　マサミ 367 ノムラ コユキ

24 奥野 里菜 宮田 里菜 越野 真実 野村 小雪
ｋｇ 一志ジュニアレスリング教室 マイ・スポーツ・ハウス 若狭ｷｯｽﾞﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 網野町少年レスリング教室

67 マツイ　リョウ 491 ヒグチ　レイ 68 ナガヌマ ダイキ 275 テラニシ　リョウスケ

26 松井　涼 樋口 黎 長沼 大記 寺西 諒祐
ｋｇ 羽島市レスリング連盟 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 羽島市レスリング連盟 寝屋川市青少年レスリング連盟

494 キノシタ　アキラ 496 ワタナベ　ヒロキ 99 カワナ　マスト 228 オオカワ ショウゴ

28 木下　顕 渡辺 大貴 河名 真寿斗 大川 将吾
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 東広島ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 エンジョイレスリングクラブ

144 ナカタ　ヨウ 90 マエダ ライム 187 ハマサキ　マユ 174 カワムラ　トモヒロ

30 中田　陽 前田 頼夢 濱﨑 茉優 川村 智大
ｋｇ 四日市ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 福井レスリングクラブ 猪名川レスリングクラブ 善通寺レスリングクラブ

499 ヒラノ　ツバサ 232 フルサワ コウヤ 371 タカタニ ダイチ 372 ハヤカワ リュウ

32 平野　翼 古澤 宏野 高谷 大地 早川 龍
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 エンジョイレスリングクラブ 網野町少年レスリング教室 網野町少年レスリング教室

501 イトウ　カズマ 317 クドウ 264 ミヤガワ　イク 164 ドショウ サラ

34 伊藤 和真 工藤 瑞剣 宮川 郁 土性 沙羅
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 松江レスリングクラブ 倉吉レスリングクラブ 一志ジュニアレスリング教室

502 ナンジョウ ヨシノリ 373 マスダ タクマ 265 ミヤチカ　ユウ 504 サカノ ユイ

36 南條 良典 増田 拓真 宮近 由 坂野 結衣
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 網野町少年レスリング教室 倉吉レスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

189 ムラカワ　リョウマ 339 ヤマダ ケイタ 25 ニシダ　ユキヒロ 91 カトウ　ゲンキ

38 村川 稜磨 山田 啓太 西田 征弘 加藤 元希
ｋｇ 猪名川レスリングクラブ 島原レスリングスクール くにびきファイティング 福井レスリングクラブ

92 シライ　ショウタ 209 ヤマダ　カナメ 236 ナラモト カヨ 374 イトウ レンヤ

40 白井 勝太 山田 要 楢本 佳代 伊藤 廉弥
ｋｇ 福井レスリングクラブ 若狭ｷｯｽﾞﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 エンジョイレスリングクラブ 網野町少年レスリング教室

71 ヒロセ ショウゴ 4 タオカ リョウ 415 オクダ リュウタ 420 ヤマ　ナオト

43 広瀬 章吾 田岡 凌 奥田 隆太 山　直人
ｋｇ 羽島市レスリング連盟 ジョイフルレスリングクラブ 日野クラブ 日野クラブ

199 ナワ　トウシ 443 ワチ ケンゴ 417 ソノダ　タイラ 421 ソノダ　アラタ

+43 名和　闘志 和智 健悟 園田 平 園田　新
ｋｇ 宇治レスリング教室 ウエノハラレスリングクラブ 日野クラブ 日野クラブ

成績表

1　　位 ２　　位 ３　　　　位
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NO３

順位
階級
５～６年生
26
ｋｇ

102 カンダ マサヤ 447 オオタ　ノリヒロ 505 イデ リョウスケ 120 タグチ ヤスヒロ

28 神田 昌也 太田 詞大 井手 遼介 田口 泰浩
ｋｇ 八幡ジュニアレスリングクラブ 桑名レスリングクラブ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 マイ・スポーツ・ハウス

237 ナカムラ ゲント 97 テラオ ヒロユキ 98 カワナ マキシ 508 アリモト ケンゴ

30 中村 弦斗 寺尾 浩幸 河名 真貴志 有元 健悟
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ 東広島ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 東広島ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

507 オオスミ　ショウ 435 サトウ　チカラ 148 オガワ　コウジ 54 オオツカ コウキ

32 大角　翔 佐藤 力 小川 晃児 大塚 晃希
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 常滑市レスリング教室 四日市ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 斑鳩ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

506 アリモト　シンゴ 277 ヤマモト ショウキ 423 ワタナベ ケンタ 300 クサカベ ヤスヒコ

35 有元 伸悟 山本 翔輝 渡辺 健太 日下部 安彦
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 寝屋川市青少年レスリング連盟 日野クラブ 高槻レスリング連盟

510 シンカワ タケヤ 336 ハラダ シュン 401 カモイ マサカズ 74 ナガヌマ カツヤ

38 新川 武弥 原田 駿 鴨居 正和 長沼 克哉
ｋｇ 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 島原レスリングスクール 高松レスリングクラブ 羽島市レスリング連盟

180 スズキ　タカシ 202 マエダ　シノブ 93 ツボカワ ヤスヒト 335 イナダ サトシ

41 鈴木 崇嗣 前田 忍 坪川 康仁 稲田 智史
ｋｇ 善通寺レスリングクラブ 宇治レスリング教室 福井レスリングクラブ 島原レスリングスクール

239 ウラ　カズキ 444 カミジョウ　ケント 29 ワタナベ ショウヘイ 121 フクイ マコト

44 宇良 和輝 上條 健人 渡辺 祥平 福井 誠
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ ウエノハラレスリングクラブ くにびきファイティング マイ・スポーツ・ハウス

449 タカハシ ユウキ 133 コンドウ マサキ 96 ハクウン　ヒロキ 381 マツモト トシアキ

47 高橋 侑希 近藤 雅貴 白雲 央樹 松本 年明
ｋｇ 桑名レスリングクラブ 今治少年レスリングクラブ 東広島ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 網野町少年レスリング教室

436 ゴトウ ユウスケ 334 マツモト　ヨシロウ 455 イノウエ　マサヒロ 382 ワダ リュウヤ

50 後藤 佑介 松本 喜朗 井上 征洋 和田 龍也
ｋｇ 常滑市レスリング教室 島原レスリングスクール 育英クラブ 網野町少年レスリング教室

122 ホラグチ サチオ 59 ヨシムラ　ユキヒト 255 ハマグチ　ユウシ 430 ナカムラ　ヒロユキ

53 洞口 幸雄 芳村 将史 濱口 祐志 中村 泰將
ｋｇ マイ・スポーツ・ハウス 斑鳩ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 答志ジュニアレスリング くらしきジュニアレスリングスクール

240 オオカワ　ユウキ 439 ヤマハラ ケンタ 424 ヤガワ　マサキ 288 フジハラ ヒロキ

56 大川 勇煕 山原 健太 矢川 昌基 藤原 大樹
ｋｇ エンジョイレスリングクラブ 枚方一中レスリングクラブ 日野クラブ 加茂B＆Gレスリングクラブ

75 マツノ ユウヤ 332 オノ　マコト 6 コバヤシ　ショウ 425 ヨシカワ トモヒロ

+56 松野 裕也 小野 真功 小林 将 吉川 智広
ｋｇ 羽島市レスリング連盟 和歌山ジュニアレスリングクラブ ジョイフルレスリングクラブ 日野クラブ

女子の部 514 イデ　ツムギ 513 サノ　アユミ 512 イデ　ハルカ

井手　紬 佐野 歩 井手 遥
軽量級 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室

241 イケダ　クルミ 64 カドヤ　ミライ 178 ミタニ サチ 358 ナガサワ ミカ

池田 久留実 角谷 未来 三谷 紗知 長澤 実果
軽中量級 エンジョイレスリングクラブ 鳥羽ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 善通寺レスリングクラブ 堺初芝ジュニアレスリング教室

516 マスダ　ナチ 153 イトウ アヤカ 94 カミヤ マリ 16 イトウ ナ々コ

増田 奈千 伊藤 彩香 紙谷 麻里 伊藤 菜々子
中量級 吹田市民ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ教室 四日市ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 福井レスリングクラブ 刈谷市チビッコレスリングスクール

245 オオカワ アヤミ 243 マツイ ミズキ 244 ハダ マユコ 445 ワチ　アユミ

大川 彩美 松井 瑞樹 羽田 真由子 和智 歩美
重量級 エンジョイレスリングクラブ エンジョイレスリングクラブ エンジョイレスリングクラブ ウエノハラレスリングクラブ

1　　位 ２　　位 ３　　　　位
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成績表



団体戦
１位 吹田市民アマチュアレスリング教室
２位 エンジョイレスリングクラブ
３位 羽島市レスリング連盟

最優秀選手賞 新川　武弥（小６） 吹田市民アマチュアレスリング教室

産経新聞社賞 大川　彩美(小６） エンジョイレスリングクラブ


