
16kg級 尾　西　大　河 Ｇ－ギルド 森　川　晴　凪 一志ジュニア 吉　田　汰　洋 一志ジュニア 伊　藤　久　遠 四日市ジュニア

18kg級 工　藤　大　知 一志ジュニア 北　出　達　也 吹田市民教室 和　田　結　愛 鳥羽ジュニア 武　中　寅　光 鳥羽ジュニア

20kg級 吉　田　アラシ 松戸ジュニア 松　瀬　興士郎 沖永良部クラブ 清　水　豪之晟 山梨ジュニア 野　﨑　咲　良 四日市ジュニア

＋20kg級 五十嵐　文　弥 髙田道場 小宮山　碧　波 北杜レスリング 藤　倉　優　花 邑楽ジュニア 北　脇　　　香 秋本道場ＪＪ

17kg級 横　川　　　蓮 GOLD KID'S 小野寺　和　輝 関宿クラブ 河　内　良　樹 高槻レスリング 大　城　良　将 寝屋川レスリング

19kg級RED 田南部　魁　星 六機キッズ 森　川　結　名 一志ジュニア 三　谷　朱　音 沼津学園Jr 千　森　稔　矢 吹田市民教室

19kg級BLUE 伊　藤　　　海 吹田市民教室 鶴　屋　　　怜 松戸ジュニア 小　川　琉　生 四日市ジュニア 田　中　ゆ　ら ヒロレス

21kg級 濱　本　心　聞 エンジョイ 西　田　衛　人 エンジョイ 糸　井　之　夫 小玉ジュニア 由　良　琉　二 アミノチョウ

23kg級 出　田　　　匠 東海ジュニア 高　橋　夏々海 GOLD KID'S 小　沼　魁　成 マツザキクラブ 島　　　瑛　弘 小玉ジュニア

＋23kg級 蒲　池　美　樹 刈谷チビッコ 太　田　匠　海 四日市ジュニア 瀬　川　夏　未 六機キッズ 小　幡　尚　未 六機キッズ

18kg級 青　柳　善の輔 AACC 菅　沼　碧　久 GOLD KID'S 大久保　匠　真 髙田道場 畠　山　智　也 横須賀ジュニア

20kg級 山　際　真二朗 四日市ジュニア 小　川　颯　太 トワダ 清水目　光　生 トワダ 劉　　　里　沙 Ｇ．Ｓ．Ｗ

22kg級RED 草　間　正　汰 マツザキクラブ 小　川　玲　奈 小玉ジュニア 伊　藤　光　汰 AACC 小　澤　塁　勢 東伊豆Jr

22kg級BLUE 清　水　悠　汰 ナナオジュニア 稲　垣　柚　香 四日市ジュニア 原　科　長　城 霞ヶ浦アンジュ 紺　野　夏　樹 小玉ジュニア

24kg級RED 真栄城　嘉　生 O.J.キッズ 矢　部　晴　翔 東海ジュニア 中　山　　　元 野辺地クラブ 飯　田　風　音 PUREBRED大宮

24kg級BLUE 竹　下　航　生 高松クラブ 三　木　翔　永 マイスポーツ 山　本　晃　聖 桑名レスリング 砂　子　幸太郎 帯北クラブ

26kg級 諸　岡　大　登 四日市ジュニア 深　田　雄　智 AACC 佐　藤　匡　記 FIRE BOY 長　田　一　世 北杜レスリング

28kg級 小　沼　龍　心 マツザキクラブ 笛　田　晃　聖 和光クラブ 伊　藤　優　里 飯田川スポ少 永　田　麻　佳 初芝ジュニア

30kg級 田　所　和　士 帯北クラブ 古　川　貴　也 北杜レスリング 堀　口　大　智 四日市ジュニア 丸　山　虹　樹 鶴見クラブ

＋30kg級 佐々木　颯　斗 太田倶楽部 田　窪　成　将 松江クラブ 古　幡　洋　夢 中津川ジュニア 土　田　桜　介 今治レスリング

第25回全国少年少女選手権　成績
（７月25～27日、東京・代々木第１体育館）

階　級 優　　　　勝 ２　　　位 ３　　　　　　位

年少・
年中

年長

１年



20kg級 笠　井　雄　元 沼津クラブ 佐々木　　　航 沼津学園Jr 横　川　桜　良 GOLD KID'S 鶴　田　一　紗 吹田市民教室

22kg級RED 堤　　　太　一 沼津クラブ 吉　村　涼　菜 PUREBRED大宮 島　谷　　　侃 松戸ジュニア 岩　野　　　駿 FIRE BOY

22kg級BLUE 堤　　　孔　一 沼津クラブ 清　水　稔之晟 山梨ジュニア 太　田　若　那 柏レスリング 小　坂　歩　未 マイスポーツ

24kg級RED 堤　　　泰　樹 沼津クラブ 下　村　杏　子 GOLD KID'S 大　谷　隼　斗 斑鳩レスリング 大　橋　寛　介 柏レスリング

24kg級BLUE 森　川　海　舟 髙田道場 土　井　璃　音 吹田市民教室 樋　野　友　哉 斑鳩レスリング 大　谷　岳　斗 斑鳩レスリング

26kg級RED 上　野　航　侑 四日市ジュニア 森　川　陽　斗 沼津クラブ 白　鳥　彩　夏 佐久レスリング 大　野　恵太郎 タイガーキッズ

26kg級BLUE 小　泉　　　蓮 北部根性會 山　口　叶　汰 焼津リトル 原　田　智　弘 吹田市民教室 仲宗根　　　光 カデナレスリング

28kg級 榊　　　流　斗 郡山レスリング 屶　網　さ　ら エンジョイ 小　澤　優　輝 だっぺクラブ 太　田　陸　斗 四日市ジュニア

30kg級 鈴　木　志　保 東海ジュニア 西　　　健　吾 福井クラブ 田　所　希　梨 帯北クラブ 奥　井　真　吉 和歌山ジュニア

32kg級 新　垣　翔二郎 てだこ道場 伊　藤　飛未来 和光クラブ 松　井　滉　季 PUREBRED大宮 森　山　華　江 和光クラブ

＋32kg級 白　井　達　也 エンジョイ 松　尾　明香里 島原レスリング 岡　本　昇　龍 しんわキッズ 小　林　奏　音 邑楽ジュニア

22kg級 小　川　元　気 吹田市民教室 時　田　隆　成 焼津ジュニア 山　谷　洸　芽 本荘ラッシュ 中　村　晟　悠 金沢クラブ

24kg級 池　畑　恒　輝 四日市ジュニア 大　島　　　颯 吹田市民教室 谷　口　日　向 吹田市民教室 田　下　竜　葵 PUREBRED大宮

26kg級 服　部　大　虎 水戸スポ少年団 島　袋　隆　也 カデナレスリング 西　田　達　哉 くにびき 田　中　彬　義 AACC

28kg級 安　楽　龍　馬 O.J.キッズ 田　縁　真　大 吹田市民教室 伊　達　　　豊 くにびき 河 合　省太 ロバート タクシンジュク

30kg級 基　山　仁太郎 四日市ジュニア 佐　藤　　　旭 杉田道場 吉　田　総　宇 札幌ちびレス 山　本　壮　汰 沼津クラブ

33kg級 石　黒　隼　士 GOLD KID'S 山　田　修太郎 杉田道場 脇　田　泰　之 寝屋川レスリング 森　田　　　颯 沖永良部クラブ

36kg級 大　津　拓　馬 ヒガナガレス 丸　山　純　樹 長泉ＦＡ 井　上　蓮　汰 吹田市民教室 溝呂木　岳　斗 ウエノハラ

39kg級 菊　池　野　歩 沼津クラブ 丸　目　哲　郎 刈谷チビッコ 福　島　和　海 松江クラブ 下　間　竜　太 昭和スポ少

42kg級 浅　海　雄　大 今治レスリング 佐　藤　奎　太 杉田道場 吉　田　ケイワン 松戸ジュニア 古　川　裕　貴 北杜レスリング

＋42kg級 仲　里　優　力 てだこ道場 林　　　公　平 八戸Kids 多　田　草　太 ハナサキ 新　田　史　也 中津川ジュニア

階　級 優　　　　勝 ２　　　位 ３　　　　　　位

第25回全国少年少女選手権　成績（２）

２年

３年



24kg級 松　井　　　稜 桑名レスリング 小　川　翔　太 吹田市民教室 永　本　竜　平 四日市ジュニア 桜　井　龍　大 タイガーキッズ

26kg級 清　水　蛍　汰 金沢クラブ 土　屋　佑　斗 長泉ＦＡ 長谷川　愛　留 AACC 片　桐　大　夢 浜松SSFC

28kg級 阿　部　敏　弥 水戸スポ少年団 仁　木　智　大 四日市ジュニア 老久保　　　諒 八戸クラブ 鶴　田　大　貴 タイガーキッズ

30kg級RED 末　光　蒼　太 松戸ジュニア 伊　澤　風　我 宇都宮クラブ 小　笹　泰　雅 松江クラブ 清　　　勇　斗 沼津学園Jr

30kg級BLUE 湯　原　諒　真 刈谷チビッコ 外　園　大　瑚 イナガワクラブ 谷　山　拓　磨 エンジョイ 石　田　稔　貴 焼津リトル

33kg級RED 志　賀　晃次郎 エンジョイ 渡　辺　悠　介 水戸スポ少年団 今　村　有　希 イナガワクラブ 矢　部　和　希 東海ジュニア

33kg級BLUE 乙　黒　拓　斗 GOLD KID'S 東　條　篤　志 エンジョイ 小　室　裕　大 昭和スポ少 松　田　寛　也 タイガーキッズ

36kg級 梅　林　太　朗 小玉ジュニア 岩　崎　大　樹 エンジョイ 伊　藤　勇　太 青森クラブ 平　野　柊　太 八戸Kids

39kg級 有　川　将　史 エンジョイ 三　輪　優　翔 ワヒガシJR 武　田　京　也 越前レスリング 内　藤　玲　央 パンクラスJr

42kg級 前　田　明　都 福井クラブ 田部井　祐　太 邑楽ジュニア 森　野　湧　也 四日市ジュニア 今　村　太　陽 クリナップ

45kg級 浅　野　大　地 吹田市民教室 樽　田　航　太 杉田道場 武　田　和　也 ジョウネン 外　山　宏　太 龍レス

＋45kg級 打　江　泰　介 マイスポーツ 的　場　一　騎 小玉ジュニア 杢　本　涼　磨 寝屋川レスリング 桑　原　真　諭 ショウグンノ

26kg級 比　嘉　達　啓 カデナレスリング 北　村　峻　基 清水ドリームス 長　　　祐　史 斑鳩レスリング 大　澤　　　司 Ｇ－ギルド

28kg級 土　井　健　生 吹田市民教室 小　田　修一郎 斑鳩レスリング 菅　原　幹　太 ホクシカン 岩　澤　　　侃 八戸クラブ

30kg級 藤　田　眞　大 清水ドリームス 吉　村　拓　海 PUREBRED大宮 尾　形　　　颯 松戸ジュニア 後　藤　大　河 杉田道場

32kg級 沼　崎　和　弥 GOLD KID'S 上　野　千　紘 八戸クラブ 山　内　　　壮 FIRE BOY 阿　部　雄　大 日立市クラブ

34kg級 成　國　大　志 GOLD KID'S 杉　山　晃　平 沼津クラブ 中　村　海　斗 刈谷チビッコ 早　山　竜太郎 エンジョイ

36kg級 齋　藤　雅　敏 日立市クラブ 小　澤　知　輝 だっぺクラブ 矢　後　公　誠 柏レスリング 神　谷　龍　一 刈谷チビッコ

39kg級 吉　田　アミン 松戸ジュニア 青　木　翔太郎 横浜デビルズ 森　川　周　斗 沼津クラブ 井　川　佑　哉 FIRE BOY

42kg級 上　野　穂　高 だっぺクラブ 有　田　直　哉 イナガワクラブ 濱　本　鉄　心 エンジョイ

45kg級 脇　田　俊　之 寝屋川レスリング 礒　川　利　音 やんばるクラブ 石　黒　峻　士 GOLD KID'S 川　村　洋　史 沼津クラブ

48kg級 飯　村　友　基 水戸スポ少年団 植　原　栄　亮 高松クラブ 深　谷　允　哉 刈谷チビッコ 佐々木　真　信 日立市クラブ

51kg級 萩　原　庄　梧 高岡ジュニア 鈴　木　啓　太 オータ・キッズ 荒　川　優　太 GOLD KID'S 深　井　冒　人 マツザキクラブ

54kg級 川　畑　孔　明 沖永良部クラブ 佐　藤　和　矢 勲武館道場 浴　口　慎　吾 チャレンジ

＋54kg級 藤　井　達　哉 タカダシガ 松　本　寛　史 クマレス 大　澤　幸　一 八戸クラブ

２　　　位 ３　　　　　　位

第25回全国少年少女選手権　成績（３）

階　級 優　　　　勝

４年

５年



28kg級 大　胡　龍之介 松戸ジュニア 池　田　勇　樹 刈谷チビッコ 水　野　　　翔 鶴見クラブ 高　橋　和　希 沼津クラブ

30kg級 土　性　　　蓮 一志ジュニア 長谷川　裕　真 佐久レスリング 齋　藤　僚　太 松戸ジュニア 森　崎　克　也 イースト

32kg級 橋　本　星　良 松戸ジュニア 福　田　東　記 日立市クラブ 齋　藤　悠　河 鶴見クラブ 須　川　俊　樹 みぶチビレス

34kg級 長谷川　敏　裕 ビートファンク 坂　本　京　太 高岡ジュニア 米　澤　　　圭 AACC 飯　田　　　陽 松戸ジュニア

36kg級 藤　波　勇　飛 いなべクラブ 乙　黒　圭　祐 GOLD KID'S 利根川　大　貴 佐久レスリング 大　川　慧　輔 エンジョイ

39kg級 越　田　強　太 高岡ジュニア 伊　藤　真　也 吹田市民教室 吉　田　真　聖 福井クラブ 井　出　光　星 小諸キッズ

42kg級 澤　　　太　朗 吹田市民教室 伊　藤　　　駿 吹田市民教室 内　海　圭　二 札幌ちびレス 和　智　康　造 ウエノハラ

45kg級 田　辺　雄　史 吹田市民教室 萩　本　　　龍 千代田ジュニア 山　本　泰　輝 沼津クラブ 村　田　充　春 松戸ジュニア

48kg級 奥　田　海　人 東海ジュニア 佐々木　拓　海 太田倶楽部 向　井　一　真 ヒロレス 本　間　恭　介 本荘ラッシュ

51kg級 髙　山　悠　馬 ビートファンク 和　智　　　輝 ウエノハラ 木　村　優　太 千代田ジュニア 長　久　倫　也 髙田道場

54kg級 喜　多　亮　介 金沢クラブ 根　本　　　怜 八幡ジュニア 坂　梨　文　哉 一宮レスリング 梅　原　　　駿 沼津クラブ

57kg級 小　山　寛　大 高槻レスリング 山　西　　　鯨 今治レスリング 住　永　侑　太 ビートファンク 橘　　　洋　功 PUREBRED大宮

＋57kg級 佐々木　アーセン ＫＢ 坂　田　龍　星 飯能クラブ 伊　藤　考　亮 加茂農林Jr 石　岩　寛　鷹 邑楽ジュニア

22kg級 川　口　真　央 焼津ジュニア 山　﨑　凜　々 秋本道場ＪＪ 原　田　和　希 北九州クラブ 坂　本　紗　奈 高岡ジュニア

24kg級 須　﨑　優　衣 松戸ジュニア 坂　本　絵　奈 高岡ジュニア 曽　根　優　奈 焼津ジュニア 三　井　秀　香 福井クラブ

26kg級 南　條　早　映 吹田市民教室 植　野　麻奈美 育英クラブ 中　山　さくら 野辺地クラブ 成　國　琴　音 GOLD KID'S

28kg級 松　雪　成　葉 刈谷チビッコ 高　安　希　姫 Ｇ．Ｓ．Ｗ 桑　原　　　愛 焼津リトル 逆　井　玲　南 小玉ジュニア

30kg級 奥　田　美　唯 東海ジュニア 花　井　瑛　絵 四日市ジュニア 小　林　美　玲 佐久レスリング 平　田　彩　夏 Ｇ－ギルド

33kg級 宮　内　美　里 ビートファンク 清　水　丹　音 沼津クラブ 上　野　睦　実 だっぺクラブ 竹　歳　莉　子 クラヨシクラブ

＋33kg級 吉　川　あ　み 福井クラブ 福　島　宇　美 王子ジュニア 丸　山　栞　和 長泉ＦＡ 南　澤　英里子 小諸キッズ

第25回全国少年少女選手権　成績（４）

階　級 優　　　　勝 ２　　　位 ３　　　　　　位

６年

女子３年



24kg級 東　川　加　奈 宇都宮クラブ 中　村　未　優 PUREBRED大宮 山　本　　　舞 松江クラブ 森　上　莉　那 Ｇ．Ｓ．Ｗ

26kg級 佐　藤　雛　子 小諸キッズ 稲　垣　妙　香 四日市ジュニア 室　井　菜津美 田島チビッ子 鈴　木　小　鼓 横浜デビルズ

28kg級 山　田　那瑠亜 札幌ちびレス 樋　口　　　耀 吹田市民教室 増　山　汐　音 千代田ジュニア 大　塚　亜　美 宇都宮クラブ

30kg級 熊　野　ゆづる 八戸クラブ 上　野　智　子 GOLD KID'S 吉　田　麻　衣 小玉ジュニア 伊　藤　由布里 四日市ジュニア

33kg級 奥　野　春　菜 一志ジュニア 澤　　　葉菜子 吹田市民教室 天　野　美　結 刈谷チビッコ 柴　﨑　　　舞 小玉ジュニア

36kg級 竹　下　　　菫 高松クラブ 木　村　　　愛 善通寺レス 千　葉　絵里加 オータ・キッズ 早　野　李　那 タクシンジュク

＋36kg級 阿　部　友　香 明和クラブ 八　木　玲　菜 今治レスリング 大　野　由里香 大畠レスリング 義　永　未　来 北九州クラブ

26kg級 太　田　理　奈 八戸Kids 大　高　梨　紗 大子ジュニア 朝比奈　千　嘉 野田クラブ 小　坂　泉　生 マイスポーツ

28kg級 山　下　千　穂 GOLD KID'S 横　川　和　奏 GOLD KID'S 川　村　き　こ 大子ジュニア 小　室　志　織 野田クラブ

30kg級 日向野　音　彩 GOLD KID'S 浅　倉　栞　南 GOLD KID'S 川　井　友香子 金沢クラブ 根　本　美　優 宇都宮クラブ

33kg級 谷　山　菜　緒 エンジョイ 関　下　由　希 八戸Kids 菊　池　果　古 大子ジュニア 守　田　明日香 徳山チビッ子

36kg級 向　田　真　優 四日市ジュニア 榎　本　美　鈴 八戸Kids 川　嶋　百　香 四日市ジュニア 澤　田　千　優 ビートファンク

40kg級 鈴　木　千　加 松戸ジュニア 舘　野　美　乃 木口道場 北　嶋　玲　奈 八郎潟スポ少年 大　出　若　奈 千代田ジュニア

＋40kg級 岡　村　　　優 だっぺクラブ 吉　岡　珠友乃 横須賀ジュニア 鈴　木　芽　衣 太田倶楽部 木　村　夕　貴 柏レスリング

28kg級 工　藤　亜　樹 八戸クラブ 佐　藤　里　奈 焼津ジュニア 坂　本　美奈実 大間々クラブ

30kg級 川　口　晴　香 焼津ジュニア 小　林　美　沙 大間々クラブ 河　野　園　子 Ｇ－ギルド 若　月　志央美 ホクシカン

33kg級 横　川　　　楓 GOLD KID'S 五十嵐　未　帆 関宿クラブ 豊　田　麻　琴 和光クラブ 貞　末　彩　乃 大畠レスリング

36kg級 小　林　奏　音 佐久レスリング 野　﨑　舞夏星 浜松SSFC 元　井　優　穂 アミノチョウ 三　浦　美　優 沼津クラブ

40kg級 木　村　遥　陽 青森クラブ 松　井　明日香 羽島レスリング 岩　﨑　理　栄 和光クラブ 山　下　峰　央 高松クラブ

45kg級 岡　本　佳　子 北九州クラブ 高　橋　海寿々 GOLD KID'S 山　本　彩也加 山梨ジュニア 佐々木　茉　椰 高松クラブ

＋45kg級 木　澤　早　織 GOLD KID'S 古　市　雅　子 王子ジュニア 亀　井　　　彩 松戸ジュニア 土　橋　奏　珠 八郎潟スポ少年

第25回全国少年少女選手権　成績（５）

階　級 優　　　　勝 ２　　　位 ３　　　　　　位

女子４年

女子５年

女子６年


