
階　級 優　　勝 ２　　位
尾崎　皓陽 中村 恭將 佐藤　光 岸田　俊哉

（多度津スポーツ少年団） （くらしきジュニア） （常滑市教室） （一志ジュニア教室）

竹下 雄登 村瀬　哲也 岩崎　愛子 下村　杏子
（吹田市民教室） （山田スポーツ） （エンジョイ） （AACCゴールドキッズ）

稲葉　海人 成國　琴音 川村　優太朗 早山 光
（AACCゴールドキッズ） （AACCゴールドキッズ） （善通寺レスリング） （エンジョイ）

松雪 成葉 谷口 空良 瀬戸山　優弥 川井田　尚哉
（刈谷市チビッコ） （マイ・スポーツ） （寝屋川青少年連盟） （吹田市民教室）

基山仁太郎 岡田 悠利 白川 祥也 大西 健太郎
（四日市ジュニア） （斑鳩ク） （マイ・スポーツ） （善通寺ク）

坂野 秀尭 花井 瑛絵 尾崎　僚亮
（吹田市民教室） （四日市ジュニア） （多度津スポーツ少年団）

階　級 優　　勝 ２　　位
内田 健太 永本 竜平 服部　航大 高橋　善希
（吹田市民教室） （四日市ジュニア） （斑鳩ク） （日野ク）

谷山 拓磨 小松 一斗 坂　朋彦 泉　有人
（エンジョイ） （若狭キッズ） （羽島市連盟） （吹田市民教室）

梅谷 泰斗 谷山 菜緒 大角　優 小笹 泰雅
（吹田市民教室） （エンジョイ） （吹田市民教室） （松江ク）

成國　大志 加賀田　葵夏 早山 竜太郎 馬越 昭太
（AACCゴールドキッズ） （AACCゴールドキッズ） （エンジョイ） （今治少年ク）

沼崎　和弥 下村　滉平 湯原　諒真 藤井　航
（AACCゴールドキッズ） （AACCゴールドキッズ） （刈谷市チビッコ） （吹田市民教室）

松雪 泰成 永田 弘哉 鹿谷 凱弘 石川　寛太
（刈谷市チビッコ） （初芝ジュニア） （寝屋川青少年連盟） （善通寺ク）

上野 裕次郎 打江　駿一郎 早川 まい 川井田　和哉
（マイ・スポーツ） （マイ・スポーツ） （刈谷市チビッコ） （吹田市民教室）

前田 明都 浅野　大地 安松 直哉 井通 寛太
（福井ク） （吹田市民教室） （猪名川ク） （福井ク）

藤井　達哉 糸川　創平 打江　泰介 植原 栄亮
（滋賀・高田道場） （吹田市民教室） （マイ・スポーツ） （高松ク）

階　級 優　　勝 ２　　位
山田 幸奈 岩崎 夏子 岡嶋　龍也
（エンジョイ） （エンジョイ） （くにびきファイティング）

土性　蓮 永本 健太 山崎　慎也 山城　寛治
（一志ジュニア教室） （四日市ジュニア） （AACCゴールドキッズ） （エンジョイ）

桑田　夏陽亜 竿本　樹生 秋山 大河 松井 明日香
（AACCゴールドキッズ） （ＹＪ） （斑鳩ク） （羽島市連盟）

樋口　黎 奥野 里菜 藤本　有美子 井上 陽嵩
（吹田市民教室） （一志ジュニア教室） （吹田市民教室） （吹田市民教室）

渡辺 大貴 松井　涼 増田 佑司 伊藤真也
（吹田市民教室） （羽島市連盟） （吹田市民教室） （吹田市民教室）

大川 将吾 北　康平 田辺 雄史 長沼 大記
（エンジョイ） （猪名川ク） （吹田市民教室） （羽島市連盟）

古澤 宏野 澤　太朗 吉田　嵩 川村 智大
（エンジョイ） （吹田市民教室） （島原スクール） （善通寺ク）

水野　真斗 井勢 天智 竿本　美月 山田　将寛
（AACCゴールドキッズ） （倉吉ク） （ＹＪ） （善通寺ク）

2005年押立杯関西少年選手権　成績
（10月30日、大阪・吹田市民北千里体育館）

３　　　　位

　【３・４年の部】
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３　　　　位

年少

17kg級

19kg級



中村 柚葉 続　 裕介 川瀬　祥史 多田 慎吾
（エンジョイ） （ジョイフル） （いなべク） （善通寺ク）

松尾 侑亮 浅井  翼 白石　奈々子 奥井　眞生
（吹田市民教室） （八幡ジュニア） （吹田市民教室） （熊野路ジュニア）

根本  怜 山中　惇 名子平 淑男 北岡 佑介
（八幡ジュニア） （吹田市民教室） （倉吉ク） （日野ク）

白井 勝太 竹下　幸之介 湯田　諒平 本田　知也
（福井ク） （吹田市民教室） （多度津スポーツ少年団） （善通寺ク）

階　級 優　　勝 ２　　位
越野 真実
（若狭キッズ）

寺西 諒祐
（寝屋川青少年連盟）

谷　怜真 河名 真寿斗 田口 泰浩 合田　直記
（猪名川ク） （東広島ジュニア） （マイ・スポーツ） （高松ク）

中村 弦斗 木下　顕 中田　陽 神田 昌也
（エンジョイ） （吹田市民教室） （四日市ジュニア） （八幡ジュニア）

有元 伸悟 伊藤 和真 山崎 正司 有元 健悟
（吹田市民教室） （吹田市民教室） （猪名川ク） （吹田市民教室）

平野　翼 佐藤　力 野原 一貴 山下 浩輝
（吹田市民教室） （常滑市教室） （桑名ク） （網野町少年教室）

真鍋　空 竹本 裕哉 宮川　郁 国成　竜之介
（今治少年ク） （四日市ジュニア） （倉吉ク） （東広島ジュニア）

長沼 克哉 工藤 瑞剣 山田 啓太 大塚 康太
（羽島市連盟） （松江ク） （島原スクール） （高槻連盟）

粟沢　幸平 坪川 康仁 伊藤　大貴 野間 英知
（いなべク） （福井クラブ） （四日市ク） （倉吉ク）

奥田　海星 野津 紫文 福井 誠
（東広島ジュニア） （松江ク） （マイ・スポーツ）

高橋 侑希 佐藤 聖翔 石井 政之
（桑名ク） （島原スクール） （高松ク）

井上 征洋
（育英ク）

洞口 幸雄 名和 闘志 永尾　昇 大川 勇煕
（マイ・スポーツ） （宇治教室） （岩出ジュニア） （エンジョイ）

階　級 優　　勝 ２　　位
山田　優 佐野　歩 打江　佳菜 山本　彩花
（今治少年ク） （吹田市民教室） （マイ・スポーツ） （岩出ジュニア）

角谷 未来 渡辺 由香 松井 夏樹 片桐 左智
（鳥羽ジュニア） （日野ク） （エンジョイ） （エンジョイ）

増田 奈千 坂野 結衣 紙谷 麻里 松野 沙也加
（吹田市民教室） （吹田市民教室） （福井ク） （羽島市連盟）

森本　織帆
（岩出ジュニア）

　【５・６年女子の部】

３　　　　位

軽量級

軽中量級

中量級

重量級

50kg級

53kg級

56kg級

+56kg級

３　　　　位

41kg級

44kg級

47kg級

　【５・６年の部】
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