
18kg級 江　坂　紗　那 刈谷チビッコ 坂　本　由　宇 リバーサル 茂　木　洋　輔 東伊豆ジュニ 圓　山　泰　生 マイスポーツ
20kg級 井　上　甲　太 髙田道場 時　田　一　生 焼津ジュニア 菅　野　嵐　士 FIRE BOY 弓　矢　健　人 いなべクラブ
22kg級 高　橋　海　大 焼津ジュニア 細　川　爽　楽 屋久島 藤　波　朱　理 いなべクラブ 荻　野　海　志 FIRE BOY
24kg級 柴　田　　　元 髙田道場 杉　崎　鷹　汰 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ 清　水　豪之晟 山梨ジュニア 市　原　　　匠 高松クラブ
26kg級 白　鳥　夏　希 佐久レスリング 工　藤　大　知 一志ジュニア 田　窪　育　明 松江クラブ 浅　井　紅　吏 ゼントータル
28kg級 吉　田　アラシ 松戸ジュニア 髙　橋　広　武 和光クラブ 神　保　蒼　汰 FIRE BOY 出　田　風　花 東海ジュニア
30kg級 五十嵐　文　弥 髙田道場 村　上　迪　希 東伊豆ジュニ 本　木　結　子 北九州クラブ
＋30kg級 浅　野　寛　斗 熊レス 小宮山　碧　波 ホクトレス
20kg級 山　際　航　平 四日市ジュニア 小野寺　和　輝 関宿クラブ 藤　原　佑　企 吹田市民教室 藤　村　拓　斗 高松クラブ
22kg級 田南部　魁　星 六機キッズ 鶴　屋　　　怜 リバーサル 櫻　井　はなの 高知クラブ 大　野　真　子 タイガーキッズ

24kg級 Red 伊　藤　　　海 吹田市民教室 畔　上　浩　輝 高岡ジュニア 深　水　小　鉄 東広島ジュニア 吉　田　愛　実 小玉ジュニア
24kg級 Blue 千　森　稔　矢 吹田市民教室 中　谷　湖　雪 高岡ジュニア 小　川　統　己 小玉ジュニア 清　水　聖　矢 邑楽ジュニア
26kg級 小　沼　魁　成 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ 丸　山　千恵蔵 ゼントータル 小野寺　玲　旺 杉田道場 由　良　琉　二 アミノチョウ
28kg級 濱　本　心　聞 エンジョイ 内　山　椋　太 霞ヶ浦アンジュ 高　橋　夏々海 GOLD KID'S 山　口　蓮　汰 焼津リトル
30kg級 屶　網　瑠　夏 エンジョイ 瀬　川　夏　未 六機キッズ 有　馬　鉄　太 松戸ジュニア 出　田　　　匠 東海ジュニア
32kg級 福　丸　晴　大 小玉ジュニア 藤　原　神　伝 一宮レスリング 高　巣　究　悟 GOLD KID'S 中　村　慧　人 高松クラブ
＋32kg級 南　寿　　　駿 ゼントータル 蒲　池　美　樹 刈谷チビッコ 田　所　宗　大 いなべクラブ 合　田　悠　悟 ＦＦＣ
22kg級 原　田　　　一 広　島 桧　物　　　典 高岡ジュニア 大久保　匠　真 髙田道場 荒　木　瑞　生 タイガーキッズ

24kg級 青　柳　善の輔 ＡＡＣＣ 山　際　真二朗 四日市ジュニア 小　川　颯　太 十和田クラブ 武　中　希　充 鳥羽ジュニア
26kg級 Red 塩　谷　　　優 GOLD KID'S 渕　口　達　矢 エンジョイ 田　中　　　宙 リバーサル 草　間　正　汰 松﨑クラブ
26kg級 Blue 菅　沼　碧　久 GOLD KID'S 芹　沢　雄　生 広　島 藤　田　　　颯 いなべクラブ 平　岡　大　宙 逗子キッズ
28kg級 諸　岡　大　登 四日市ジュニア 杉　崎　龍　一 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ 清　水　悠　汰 ナナオジュニア 清　岡　幸大郎 高知クラブ
30kg級 深　田　雄　智 ＡＡＣＣ 竹　下　航　生 高松クラブ 矢　部　晴　翔 東海ジュニア 三　木　翔　永 マイスポーツ
33kg級 佐　藤　匡　記 FIRE BOY 小　沼　龍　心 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ 西　尾　竜之介 吹田市民教室 池　田　成　諒 島原レスリング

36kg級 田　所　和　士 帯北クラブ 葛　岡　海　斗 多度津スポ少 古　川　貴　也 ホクトレス 田　中　勝　大 多度津スポ少
39kg級 山　田　　　脩 ゼントータル
42kg級 佐　藤　涼　火 GOLD KID'S 田　窪　成　将 松江クラブ 榎　　　一　朗 広　島 佐々木　偉　琉 松﨑クラブ
＋42kg級 土　田　桜　介 今治レスリング 杉之原　晃　生 広　島 古　幡　洋　夢 中津川ジュニア

24kg級 佐々木　　　航 沼津学園Jr 小野寺　大　輝 関宿クラブ 板　垣　　　凛 松戸ジュニア 笠　井　雄　元 沼津クラブ
26kg級 竹　下　雄　登 吹田市民教室 五十嵐　克　己 極　東 大　橋　寛　介 リバーサル 島　谷　　　侃 松戸ジュニア
28kg級 森　川　海　舟 髙田道場 堤　　　滋　樹 沼津クラブ 大　野　恵太郎 タイガーキッズ 伊　藤　史　門 四日市ジュニア

30kg級 鈴　木　歩　夢 水戸レス少年団 堤　　　泰　樹 沼津クラブ 森　川　陽　斗 沼津クラブ 東　　　正　隆 イナガワクラブ

33kg級 Red 榊　　　流　斗 郡山クラブ 牛　嶋　　　颯 タイガーキッズ 谷　口　智　紀 和歌山ジュニア 太　田　陸　斗 四日市ジュニア

33kg級 Blue 佐　長　拓　未 吹田市民教室 井　上　海　星 徳山チビッ子 松　井　　　謙 桑名レスリング 内　田　貴　斗 一宮レスリング

36kg級 小　林　祐　介 高知クラブ 諏訪間　新之亮 横浜デビルズ 井　勢　珠　維 倉吉クラブ 杉　山　裕　紀 沼津クラブ
39kg級 奥　井　真　吉 上富田クラブ 石　川　弘　人 邑楽ジュニア 畑　中　柾　史 小玉ジュニア 伊　藤　飛未来 和光クラブ
42kg級 山　崎　祥　平 ヒタチナカレス 丸　山　蒼　生 ゼントータル 福　田　凌　己 松江クラブ 松　村　太　郎 福井クラブ
45kg級 並　木　謙　樹 ＦＦＣ 内　藤　　　廉 湘南ゴールド 深　澤　澪　央 木口道場
＋45kg級 白　井　達　也 エンジョイ 新　垣　翔二郎 てだこ道場 増　岡　廉太郎 MIYAHARA GYM
26kg級 時　田　隆　成 焼津ジュニア 吉　川　　　諒 GOLD KID'S 桧　物　　　旬 高岡ジュニア 谷　口　龍　我 新宮ジュニア
28kg級 池　畑　恒　輝 四日市ジュニア 時　田　泰　成 焼津ジュニア 新　垣　将　吾 カデナレスリン 河　名　真偉斗 東広島ジュニア

30kg級 徳　永　弘　樹 東広島ジュニア 髙　山　　　塁 宇都宮クラブ 加　藤　万　豊 四日市ジュニア 鶴　巻　稔　己 札幌ちびレス
32kg級 米　澤　　　凌 ＡＡＣＣ 小　川　航　大 十和田クラブ 堀　口　佳　吾 四日市ジュニア 張　原　夕　斗 志賀町ジュニア

34kg級 田　縁　真　大 吹田市民教室 金　子　将　大 ヒガナガレス 稲　葉　海　人 ＡＡＣＣ 山　口　海　輝 新宮ジュニア
36kg級 安　楽　龍　馬 柏レスリング 谷　口　日　向 吹田市民教室 井　筒　勇　人 新宮ジュニア 山　本　壮　汰 沼津クラブ
39kg級 基　山　仁太郎 四日市ジュニア 佐　藤　　　旭 杉田道場 守　田　佳　悟 徳山チビッ子 丸　山　純　樹 長泉ＦＡ
42kg級 石　黒　隼　士 GOLD KID'S 向　井　識　起 広　島 髙　尾　理　久 善通寺レス 大　津　拓　馬 ヒガナガレス
45kg級 坂　野　秀　尭 吹田市民教室 井　上　蓮　汰 吹田市民教室 荒　川　廣　貴 斉藤道場 黒　田　知　暉 善通寺レス
48kg級 関　根　晃　一 ＡＡＣＣ 脇　田　泰　之 寝屋川青少年レ 藤　本　　　彪 今治レスリング

51kg級 古　川　裕　貴 ホクトレス 大　濱　裕　騎 佐伯ちびっ子
54kg級 長　島　光　希 水戸レス少年団 吉　田　ケイワン 松戸ジュニア 森　　　右　秀 羽島レスリング

＋54kg級 仲　里　優　力 てだこ道場 大　栄　拓　摩 沖永良部クラブ 蒲　池　基　喜 刈谷チビッコ 林　　　公　平 八工大一Jr
28kg級 七　野　公　輝 リバーサル 桜　井　龍　大 タイガーキッズ 出　口　大　雅 いなべクラブ 福　里　勇　気 ＯＪキッズ
30kg級 土　屋　佑　斗 長泉ＦＡ 長谷川　愛　留 ＡＡＣＣ 島　谷　東　志 松戸ジュニア 齋　藤　一　樹 Ｋ・Ｊ・Ｗ・Ｃ

32kg級 仁　木　智　大 四日市ジュニア 金　子　功　誠 ヒガナガレス 松　井　　　稜 桑名レスリング 清　水　蛍　汰 金沢クラブ
34kg級 阿　部　敏　弥 水戸レス少年団 荒　木　大　貴 タイガーキッズ 藤　田　大　貴 いなべクラブ 清　　　勇　斗 沼津学園Jr
36kg級 逆　井　琉　偉 リバーサル 湯　原　諒　真 刈谷チビッコ 谷　山　拓　磨 エンジョイ 太　田　真　暉 リバーサル
39kg級 乙　黒　拓　斗 GOLD KID'S 榊　　　大　夢 郡山クラブ 鏡　　　隼　翔 宇都宮クラブ 有　賀　子　竜 中津川ジュニア

42kg級 東　條　篤　志 エンジョイ 掛　川　修　平 小玉ジュニア 佐々木　雄　大 松﨑クラブ 野　崎　槙　也 松戸ジュニア
45kg級 山　根　大　地 宇都宮クラブ 横　山　凛太朗 リベラルキッズ 伊　藤　勇　太 青森クラブ 松　永　大　河 吹田市民教室
48kg級 前　田　明　都 福井クラブ 矢　部　和　希 東海ジュニア 馬　渡　和　音 島原レスリング 神　田　優　人 山梨ジュニア
51kg級 梅　林　太　朗 小玉ジュニア 三　輪　優　翔 和東ジュニア 藤　田　力　也 育英クラブ 佐　藤　佑之介 ＦＵＪＩ
54kg級 有　川　将　史 エンジョイ 伊　藤　寛　人 トコナメレス 林　　　大　雅 帯北クラブ 中　村　　　準 京都八幡
57kg級 浅　野　大　地 吹田市民教室 小　山　公　平 ゼントータル 池　田　一　繁 沖永良部クラブ 外　山　宏　太 龍ヶ崎・クラブ

＋57kg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 寝屋川青少年レ 城　間　喜　久 やんばるクラブ

22kg級 笠　井　梨　瑚 焼津ジュニア 大　橋　海　寛 タイガーキッズ 植　野　晏　奈 育英クラブ 植　村　仁　美 鳥羽ジュニア
24kg級 橋　本　あすか 松戸ジュニア 劉　　　里　沙 小玉ジュニア 宮　城　杏優菜 てだこ道場 稲　垣　柚　香 四日市ジュニア

26kg級 片　岡　梨　乃 リバーサル 佐々木　花　恋 FIRE BOY 徳　原　姫　花 極　東 小　川　玲　奈 小玉ジュニア
28kg級 福　永　誠　笑 羽島レスリング 高　山　凛　子 宇都宮クラブ 村　上　寧　音 島原レスリング 橋　本　琉　那 徳山チビッ子
30kg級 竹　下　　　葵 高松クラブ 本　荘　美　菜 関宿クラブ 山　下　綾　菜 大畠レス 中　井　ほのか 刈谷チビッコ
33kg級 山　根　　　緑 宇都宮クラブ 的　場　華　子 小玉ジュニア 原　　　花　音 ＨＷＣ 浅　井　美　礼 ゼントータル
＋33kg級 鏡　　　優　翔 宇都宮クラブ 松　本　り　づ 初芝ジュニア 大　谷　彩　歌 リベラルキッズ 伊　藤　優　里 飯田川スポ少
24kg級 秋　本　瑠　薫 秋本道場ＪＪ 三　谷　真理朱 沼津学園Jr 末　光　杏　菜 松戸ジュニア
26kg級 吉　元　玲美那 ＡＡＣＣ 吉　村　涼　菜 PUREBRED大宮 小　坂　歩　未 マイスポーツ
28kg級 太　田　若　那 リバーサル 永　本　聖　奈 四日市ジュニア 下　野　佑　実 京都海洋 細　川　雅　楽 屋久島
30kg級 下　村　杏　子 GOLD KID'S 片　桐　愛　南 アマチビレス 宮　原　乙　葉 大間々クラブ 林　　　星　里 リベラルキッズ

33kg級 屶　網　さ　ら エンジョイ 白　鳥　彩　夏 佐久レスリング 類　家　直　美 八戸クラブ 田　所　希　梨 帯北クラブ
36kg級 小笠原　みなみ 青森クラブ 鈴　木　志　保 東海ジュニア 木　村　海南江 札幌ちびレス 吉　岡　紗　希 いなべクラブ
＋36kg級 伏部内　ま　こ 八戸クラブ 八　木　千　尋 今治レスリング 小　林　奏　音 邑楽ジュニア 森　山　華　江 和光クラブ
26kg級 川　口　真　央 ヒガナガレス 福　永　栞　里 羽島レスリング 小　林　茉　絢 長泉ＦＡ 坂　本　紗　奈 高岡ジュニア
28kg級 須　﨑　優　衣 松戸ジュニア 鈴　木　里　奈 ホクシカン 坂　本　絵　奈 高岡ジュニア 曽　根　優　奈 焼津ジュニア
30kg級 小　玉　彩天奈 極　東 田南部　夢　叶 六機キッズ 五十嵐　彩　季 関宿クラブ 小　川　祐　奈 小玉ジュニア
33kg級 成　國　琴　音 GOLD KID'S 高　安　希　姫 Ｇ.Ｓ.Ｗ 橋　本　みれい 松戸ジュニア 桑　原　　　愛 焼津リトル
36kg級 松　雪　泰　葉 刈谷チビッコ 平　田　彩　夏 Ｇ－ギルド 田　中　紀　衣 おおいレスリン 花　井　瑛　絵 四日市ジュニア

40kg級 森　川　美　和 沼津クラブ 河　内　沙　樹 タカツキ 奥　田　美　唯 東海ジュニア 助　川　遥　南 ヒタチナカレス

＋40kg級 宮　内　美　里 ＡＡＣＣ 丸　山　栞　和 長泉ＦＡ 吉　川　あ　み 福井クラブ 古　幡　　　遼 中津川ジュニア

28kg級 東　川　加　奈 宇都宮クラブ 五十嵐　若　菜 極　東 高　島　夕　奈 金沢クラブ 稲　垣　妙　香 四日市ジュニア

30kg級 佐　藤　雛　子 小諸キッズ 鈴　木　小　鼓 横浜デビルズ 山　田　那瑠亜 札幌ちびレス 森　上　莉　那 Ｇ.Ｓ.Ｗ
33kg級 大　塚　亜　美 宇都宮クラブ 水　口　瑠　子 長泉ＦＡ 曽根川　陽　菜 北九州クラブ 室　井　菜津美 タジマチビレス

36kg級 澤　　　葉菜子 吹田市民教室 樋　口　　　耀 リベラルキッズ 吉　田　麻　衣 小玉ジュニア 岩　澤　希　羽 八戸クラブ
40kg級 熊　野　ゆづる 八戸クラブ 伊　藤　由布里 四日市ジュニア 上　野　智　子 GOLD KID'S 吉　田　陽　南 邑楽ジュニア
45kg級 奥　野　春　菜 一志ジュニア 木　村　　　愛 善通寺レス 今　井　海　優 京都海洋 竹　下　　　菫 高松クラブ
＋45kg級 進　藤　芽　伊 タカダドウシガ 浅　井　日加里 ゼントータル 八　木　玲　菜 今治レスリング 大　野　由里香 大畠レス
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平成22年度 第27回全国少年少女レスリング選手権大会 広島大会
2010年7月25日

階　級 第１位 第２位 第３位


