
期　　　日 駒沢体育館／

■団体総合成績

〈１０人以下の部〉 第　１　位 45点 （同点）
第　１　位 45点 （同点）
第　３　位 35点

く１１人以上の部〉 第　１　位 80点
第　２　位 40点
第　３　位 35点

■幼年の部／年少・年中

階　級
１６ｋｇ級 阿部　敏弥 水戸レスリング 永本竜平 四日市ジュニアレスリング 谷山　拓磨 エンジョイレスリングクラブ 斉田亜門 常滑ちびっ子レスリング教室

１８ｋｇ級 高木　一沙 吹田市民アマチュアレスリング教室 高須賀　仁 小玉ジュニア 早瀬　蒼 明和レスリング 久根崎　寛斗 高田道場
２０ｋｇ級 柳谷　太一 太田倶楽部 梅林　太郎 小玉ジュニア 山口　洋司 ＡＡＣＣ　ゴールドキッズ 乙黒拓斗 山梨ジュニア

＋２２ｋｇ級 今村　達哉 吹田市民アマチュアレスリング教室 山田 　壯昇 善通寺レスリング 前田明都 福井レスリング 打江泰介 マイスポーツハウス

■幼年の部／年長

階　級
１７kg級 鈴木喬之 福井レスリング 小室　志織 野田レスリングクラブ 宇佐美尚人 福井レスリング 吉田　裕貴 小玉ジュニア
１９ｋｇ級 梅谷　泰斗 吹田市民アマチュアレスリング教室 馬越　昭太 今治少年レスリング 沖野 匠平 今治少年レスリング 中村 玲斗 エンジョイレスリングクラブ

２１ｋｇ級 柳谷　参助 太田倶楽部 矢後 公誠 柏レスリング 藤本　一輝 吹田市民アマチュアレスリング教室 上野 裕次郎 マイスポーツハウス

２３ｋｇ級 佐藤　　拳 ＡＡＣＣ　ゴールドキッズ 矢後 愛佳 柏レスリング 川村 洋史 沼津レスリングクラブ 入江 くみ 北九州レスリング
＋２３ｋｇ級 木村 夕貴 柏レスリング 藤井 達哉 栗東ジュニアレスリング 渡辺登生 マイスポーツハウス 花井 稚菜 四日市ジュニアレスリング

■小学１生の部

階　級
１８ｋｇ級 土性　蓮 一志ジュニアレスリング教室 興梠　春香 宮崎イースト 橋本　尚樹 栄魂倶楽部 坂本　美奈実 大間々ﾐﾆレス
２０ｋｇ級 園田　旭 高田道場 山﨑幹太郎 佐久市レスリング 殿村将城 杉田道場 髙木　大暉 関宿レスリング
２２ｋｇ級 今村 誠剛 吹田市民アマチュアレスリング教室 黒野  祥 刈谷チビッコレスリングスクール 岡本　成史 今治少年レスリング 藤川　　彬 小玉ジュニア
２４ｋｇ級 越田強太 宮原ジュニア 田辺 雄史 吹田市民アマチュアレスリング教室 湯田 貴行 田島町チビッコ 伊藤 真也 吹田市民アマチュアレスリング教室

２６ｋｇ級 澤 太朗 吹田市民アマチュアレスリング教室 奥田　海人 東海ジュニア 瀬野 春貴 刈谷チビッコレスリングスクール 関口 大輝 黒部市レスリング
２８ｋｇ級 和智 輝 ウエノハラ 山田 弘祐 島原レスリング 住永　侑太 高田道場 森山 祥世 和光少年レスリング

３０ｋｇ級 井上　アーセン PURE　BRED 山本泰輝 Fujiモンスターズ 中村　太一 逗子キッズ
＋３０ｋｇ級 山本 泰丈 札幌チビッ子レスリング 坂田　龍星 飯能レスリングクラブ 島守　直人 八戸クラブ 橘　洋功 情念クラブ

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

平成１５年７月２６日（土）～２８日（月）
第２０回全国少年レスリング選手権大阪大会

八 幡 ジ ュ ニ ア レ ス リ ン グ ク ラ ブ

エ ン ジ ョ イ レ ス リ ン グ ク ラ ブ

水 戸 レ ス リ ン グ ス ポ ー ツ 少 年 団

千 代 田 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グ教室

今 治 少 年 レ ス リ ン グ ク ラ ブ



■小学２年の部

階　級
２０ｋｇ級 奥野 里菜 一志ジュニアレスリング教室 沖野 耕大 今治少年レスリング 井上　翠 吹田市民アマチュアレスリング教室 永本健太 四日市ジュニアレスリング

２２ｋｇ級 樋口 黎 吹田市民アマチュアレスリング教室 河北 頼奈 今治少年レスリング 小林 友花 マイスポーツハウス 山田 海南江 新潟ジュニア
２４ｋｇ級 長田 文音 ジョイフルクラブ 竹中　拳士朗 木口道場 藤本 有美子 吹田市民アマチュアレスリング教室 増田 眞唯貴 高田道場
２６ｋｇ級 渡辺 大貴 吹田市民アマチュアレスリング教室 西田 郁也 寝屋川市青少年レスリング連盟 大西 将平 吹田市民アマチュアレスリング教室 角谷 萌々果 鳥羽ジュニアレスリングクラブ

２８ｋｇ級 水野　真斗 ＡＡＣＣ　ゴールドキッズ 栄　大義 大畠町レスリング 斎藤　大全 本荘ラッシュサンズ 伊藤  奨 有明レスリング
３０ｋｇ級 須川 幸祐 エンジョイレスリングクラブ 伊勢　天智 倉吉レスリングクラブ 松尾 侑亮 吹田市民アマチュアレスリング教室 浴口　良太 チャレンジレスリング

３２ｋｇ級 白井 勝太 福井レスリング 松尾 清香 島原レスリング 関　　新吾 スポーツ会館 浅井　翼 八幡ジュニアレスリングクラブ

＋３２ｋｇ級 古城 涼真 徳山チビッ子レスリング 牧瀬　拳人 栄魂倶楽部 田岡 凌 ジョイフルクラブ 湯田 諒平 多度津レスリング

■小学３年の部

階　級
２２ｋｇ級 猪口  薫 松崎ジュニア 藤川 聖士 和光少年レスリング 平川 耶磨人 上熊本レスリング 青野　豊 焼津ジュニア
２４ｋｇ級 木下　顕 吹田市民アマチュアレスリング教室 河名 真寿斗 東広島市ジュニアレスリングスポーツ少年団 越智 洋介 今治少年レスリング 貞末　健志 大畠町レスリング
２６ｋｇ級 小林　俊瑛 水戸レスリング 能口　拳 清水ドリームス 宮川　郁 倉吉レスリングクラブ 松本 郁朗 島原レスリング
２８ｋｇ級 平野  翼 吹田市民アマチュアレスリング教室 河野 泰宏 チャレンジレスリング 北野 研太 徳山チビッ子レスリング 伊藤　智久 館林ジュニア
３０ｋｇ級 伊藤 和真 吹田市民アマチュアレスリング教室 早川　龍 網野町レスリング教室 工藤 瑞剣 松江レスリングクラブ 平沢　直城 取手レスリングクラブ

３３ｋｇ級 寺澤 遼 吹田市民アマチュアレスリング教室 伊藤　駿 吹田市民アマチュアレスリング教室 宮近　由 倉吉レスリングクラブ 紺野　孝太 高岡ジュニア
３６ｋｇ級 輿石 啓太 山梨ジュニア 加藤 元希 福井レスリング 三津間　康平 有明レスリング 廣瀬 章吾 羽島レスリング連盟

３９ｋｇ級 和智 健悟 ウエノハラ 山田  要 若狭キッズ 薮塚 尚登 大間々ﾐﾆレス 近藤　克磨 和光少年レスリング

４２ｋｇ級 澤田 翔人 高田道場 佐藤 聖翔 島原レスリング 斎藤　圭太 八郎潟町チビッコ 薮塚 明登 大間々ﾐﾆレス
＋４２ｋｇ級 山本 晋也 札幌チビッ子レスリング 名和 闘志 宇治レスリング教室 藤田 淳嗣 大子Jr 上原　孝也 野田レスリングクラブ

■小学４年の部

階　級
２４ｋｇ級 阿部 宏隆 水戸レスリング 羽田 圭佑 エンジョイレスリングクラブ 井手 遼介 吹田市民アマチュアレスリング教室 菅原　躍 昭和町レスリング
２６ｋｇ級 中村 弦斗 エンジョイレスリングクラブ 神田 昌也 八幡ジュニアレスリングクラブ 蒔田　健太 長泉ファイティングエンジェルス 小野川 達哉 宮崎イースト
２８ｋｇ級 太田　忍 八戸KIDS 寺尾　浩幸 東広島市ジュニアレスリングスポーツ少年団 武藤　吹 千代田ジュニア 黒沢　翔 ひたちなか市
３０ｋｇ級 真鍋　空 今治少年レスリング 有元 伸悟 吹田市民アマチュアレスリング教室 中谷 健太郎 小郡チビッ子 遠藤　亜生 長泉ファイティングエンジェルス

３３ｋｇ級 古谷　和樹 龍ヶ崎レスリング 小森 裕大 刈谷チビッコレスリングスクール 境　航 高岡ジュニア 原田 駿 島原レスリング
３６ｋｇ級 飯島　拓也 松崎ジュニア 坪川 康仁 福井レスリング 長沼 克哉 羽島レスリング連盟 望月　槙 沼津レスリングクラブ

３９ｋｇ級 近藤 雅貴 今治少年レスリング 高橋 侑希 桑名レスリングクラブ 奥田 海星 東広島市ジュニアレスリングスポーツ少年団 森江 祥平 くにびきファイティング

４２ｋｇ級 洞口 幸雄 マイスポーツハウス 伊藤 大貴 四日市ジュニアレスリング 上野貴広 マイスポーツハウス 井上　征洋 育英クラブ
４５ｋｇ級 山本 康稀 札幌チビッ子レスリング 池沢　啓 沼津レスリングクラブ 小山内　光将 弘前レスリング 市野　純平 高田道場

＋４５ｋｇ級 大川 勇熙 エンジョイレスリングクラブ 金井 秀 龍ヶ崎レスリング 杉本 恵夢 川本レスリングクラブ 鈴木嶺太朗 宮城少年レスリング

■小学５年の部

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位



階　級
２６ｋｇ級 山崎 拓馬 焼津リトル 大角  翔 吹田市民アマチュアレスリング教室 山本 秀樹 マイスポーツハウス 河野 拓真 チャレンジレスリング

２８ｋｇ級 桑原　諒 焼津リトル 小島　猛 沼津レスリングクラブ 横田 健悟 多度津レスリング 三宅 宣陽 善通寺レスリング
３０ｋｇ級 CORY S.ROBINSON ザ・デストロイヤー少年レスリングクラブ 瀬野 将太 刈谷チビッコレスリングスクール 大倉 史裕 マイスポーツハウス 渡辺 謙太 日野クラブ
３２ｋｇ級 中野 晶太 焼津リトル 新川  武弥 吹田市民アマチュアレスリング教室 道田 佳朋 松戸ジュニア 朝比奈　健人 野田レスリングクラブ

３４ｋｇ級 南 伸吾 ガメラレスリングクラブ 小石原 誠治 網野町レスリング教室 山本 貴大 青森クラブ 浜田 和輝 黒部市レスリング
３６ｋｇ級 嶋田 大育 青森クラブ 上條 健人 ウエノハラ 秋元　大地 杉田道場 池田　　智 高田道場
３９ｋｇ級 坂本 悠太 ガメラレスリングクラブ 鈴木 崇嗣 善通寺レスリング 渡辺 祥平 くにびきファイティング 豊田　祥大 小郡チビッ子
４２ｋｇ級 亀山 晃寛 千代田ジュニア 谷口 優太 鳥羽ジュニアレスリングクラブ 濱谷　優樹 八戸KIDS 橋口　光太朗 館林ジュニア
４５ｋｇ級 松本 喜朗 島原レスリング 佐藤　慎太郎 本荘ラッシュサンズ 葛西 光之輔 青森クラブ 松田　健悟 八郎潟町チビッコ
４８ｋｇ級 石田 有輝 松戸ジュニア 小林  将 ジョイフルクラブ 岡本　　昂 オータ・キッズ 山本　桐摩 育英クラブ
５1ｋｇ級 木村　政貴 千代田ジュニア 岡崎昌志 七尾市少年 渡辺翔太 Fujiモンスターズ
５４ｋｇ級 板垣 光生 大間々ﾐﾆレス

＋５４ｋｇ級 松野 裕也 羽島レスリング連盟 武藤　駿 千代田ジュニア 前川 勝利 札幌チビッ子レスリング 藤井　駿 チャレンジレスリング

■小学６年の部

階　級
２８ｋｇ級 河北 善紀 今治少年レスリング 水野  颯 鶴見レスリング 島津　興史 二井宿レスリング 田中　拓児 焼津ジュニア
３０ｋｇ級 大角  翼 吹田市民アマチュアレスリング教室 森下 史崇 龍ヶ崎レスリング 藤川 祐太 ジョイフルクラブ 花田 吉弘 吹田市民アマチュアレスリング教室

３２ｋｇ級 山崎 敦道 八幡ジュニアレスリングクラブ 石部 信也 拓真塾国士館 外川 久索 桑名レスリングクラブ 関　拓磨 ひたちなか市
３４ｋｇ級 横山 真吾 吹田市民アマチュアレスリング教室 青木 成樹 清水ドリームス 山本　淳 三島南クラブ 西　　洸大 ＡＡＣＣ　ゴールドキッズ

３６ｋｇ級 安田 友貴 松戸ジュニア 中岡 靖博 マイスポーツハウス 宇野 一明 岩井塾 菊井　悠介 伊勢崎スパークラーズ

３９ｋｇ級 寺見 友哉 八幡ジュニアレスリングクラブ 岩渕　尚紀 水戸レスリング 大町　雄大 宮城少年レスリング 脇坂 茂寿 斑鳩町アマチュアレスリングクラブ

４２ｋｇ級 白石 龍亮 岩井塾 吉田 拓郎 島原レスリング 小森 貴大 刈谷チビッコレスリングスクール 砂川 航祐 吹田市民アマチュアレスリング教室

４５ｋｇ級 佐藤 雄太 ひたちなか市 栗原 大地 四日市ジュニアレスリング 吉田 顕太郎 岩井塾 大滝 健郎 清水ドリームス
４８ｋｇ級 石井 将太 札幌チビッ子レスリング 池田 圭介 館林ジュニア 中村 隆春 鳥羽ジュニアレスリングクラブ 前田 貢治 高槻レスリング連盟

５１ｋｇ級 小林 奎太 小諸市少年 池沢　徹 沼津レスリングクラブ 広田　泰典 三次レスリングクラブ 石井　郁也 オータ・キッズ
５４ｋｇ級 小川 敦史 四日市ジュニアレスリング 吉田　慎平 柏レスリング 松原 響 海士レスリング 小林　篤司 栄魂倶楽部
５７ｋｇ級 北村 公平 八幡ジュニアレスリングクラブ 吉田 翔 松戸ジュニア 後藤　彰吾 米沢レスリング 岸　宏朗 山形市少年

＋５７ｋｇ級 村上 貴之 島原レスリング 鎌田 裕一 龍ヶ崎レスリング 鈴木嘉貴 新潟ジュニア 村木 孝太郎 栗東ジュニアレスリング

■女子小学３年の部

階　級
２２ｋｇ級 三村 繭子 網野町レスリング教室 野村 小雪 網野町レスリング教室 篠原 麻佑 みぶチビッコ 梅谷　咲帆 吹田市民アマチュアレスリング教室

準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝



２４ｋｇ級 木村 安里 千代田ジュニア 小林 美菜子 ジョイフルクラブ 山田  優 今治少年レスリング 浦底莉沙 体力つくり指導協会

２６ｋｇ級 松元  李恵 上熊本レスリング 上本 真菜 大畠町レスリング 宮原　優 宮原ジュニア 吉田 沙織 島原レスリング
２８ｋｇ級 阿部 菜那 本荘ラッシュサンズ 土性 沙羅 一志ジュニアレスリング教室 平野　瑞紀 小玉ジュニア 渡辺 結衣 くにびきファイティング

３０ｋｇ級 鈴木  紅夏 太田倶楽部 坂上　惟央璃 小玉ジュニア 入江 ななみ 北九州レスリング 湯田 真子 田島町チビッコ
３３ｋｇ級 坂野 結衣 吹田市民アマチュアレスリング教室 渡部　夢瑠亜 太田倶楽部

＋３３ｋｇ級 篠崎　杏樹 大子Jr 村山　夏海 八戸クラブ 石井 温子 札幌チビッ子レスリング 会沢　ひろの 関宿レスリング
■女子小学４年の部

階　級
２４ｋｇ級 伊藤 史織 日立市レスリング 佐野  歩 吹田市民アマチュアレスリング教室 井手  紬 吹田市民アマチュアレスリング教室 和賀　春佳 ひたちなか市
２６ｋｇ級 菅沼　 実和 長泉ファイティングエンジェルス 田辺 沙恵 吹田市民アマチュアレスリング教室 杉本 成美 沼津レスリングクラブ 石田 瑞季 焼津リトル
２８ｋｇ級 玉井 絢子 佐久市レスリング 広瀬 理夏 沼津レスリングクラブ 松野 沙也加 羽島レスリング連盟 矢後　佑華 柏レスリング
３０ｋｇ級 中村 美保 和光少年レスリング 藤川　采子 小玉ジュニア 野呂　美幸 和光少年レスリング 柏崎　可菜衣 オータ・キッズ
３３ｋｇ級 増田 奈千 吹田市民アマチュアレスリング教室 米岡　優利恵 柏レスリング 紙谷 麻里 福井レスリング 飯島　ちな実 東海ジュニア
３６ｋｇ級 菅原　ひかり 昭和町レスリング 江藤　ゆかり 和光少年レスリング 畑迫 美咲 北九州レスリング 山田 萌 新潟ジュニア

＋３６ｋｇ級 井場 美里 ひたちなか市 松田　春香 武生市レスリング 湯田 雅美 田島町チビッコ 高橋 采子 山形市少年
■女子小学５年の部

階　級
２６ｋｇ級 小林 梨花 マイスポーツハウス

２８ｋｇ級 飯塚　愛 米子レスリングクラブ 三谷　紗知 善通寺レスリング 池田 久留実 エンジョイレスリングクラブ 山崎　鈴奈 浜田レスリング
３０ｋｇ級 阿部　千波 水戸レスリング 五十嵐 美里 本荘ラッシュサンズ 横山　莉加 館林ジュニア 坂上　嘉津季 小玉ジュニア
３３ｋｇ級 小平 亜湖 佐久市レスリング 入江 ゆき 北九州レスリング 伊藤 彩香 四日市ジュニアレスリング 浜田　千穂 ＡＡＣＣ　ゴールドキッズ

３６ｋｇ級 佐藤　喜歌 焼津ジュニア 細越 美沙 八戸クラブ 原　杏奈 浜田レスリング 木崎 くらら 小浜市少年レスリング

４０ｋｇ級 田中 亜里沙 八幡ジュニアレスリングクラブ 和智 歩美 ウエノハラ 大川 彩美 エンジョイレスリングクラブ 渡辺　智恵美 松崎ジュニア
＋４０ｋｇ級 山本 ゆりか 沼津レスリングクラブ 野崎 美由紀 十和田市チビッコ 後藤　　萌 柏レスリング 岩崎 さおり 小浜市少年レスリング

■女子小学６年の部

階　級
２８ｋｇ級 植野 さくら 育英クラブ 近藤　有希子 和光少年レスリング

３０ｋｇ級 太田 理穂 八戸KIDS 村越 翔子 今治少年レスリング 中谷　亜衣 小郡チビッ子 野中 愛美 沼津レスリングクラブ

３３ｋｇ級 石井 麻実 今治少年レスリング 鈴木 美織 松戸ジュニア 渡辺　紗智 ＡＡＣＣ　ゴールドキッズ 澤井　霞 昭和町レスリング
３６ｋｇ級 渡部 まどか 郡山レスリング 松永 尚子 大畠町レスリング 坪川亜優美 福井レスリング 西　光里 高岡ジュニア
４０ｋｇ級 佐藤　愛 本荘ラッシュサンズ 石田 育子 鳥羽ジュニアレスリングクラブ 金丸  茜 ジョイフルクラブ 池亀　優希 和光少年レスリング

４５ｋｇ級 佐藤 亜子 飯田川町レスリング 遠藤　亜矢 長泉ファイティングエンジェルス 石塚　真野 焼津ジュニア 草柳　有希 小玉ジュニア
＋４５ｋｇ級 井場 友香 ひたちなか市 渡利 璃穏 松江レスリングクラブ 南雲　千咲 東洋大レスリング 歌田　圭純 東洋大レスリング

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位
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