平成２ ４年度第１ ８ 回千代田町近接少年レスリング大会
種別

階級 第１位

第２位

第３位

幼年

18

井上 季央(ＮＳＰ上溝ＴＥＡＭ-ＰＨＯＥＮＩＸ)

鈴木 彩花(田島ちびっ子レスリングクラブ)

関 直人(佐久市レスリング教室クラブ)

幼年

21

杉崎 雫(キングス Jr レスリングクラブ)

本田 翼(キングス Jr レスリングクラブ)

助川 遼成(ひたちなか市ﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団) 大田 譲(ＮＳＰ上溝ＴＥＡＭ-ＰＨＯＥＮＩＸ)

幼年

24

野村 蒼空(キングス Jr レスリングクラブ) 三島 広大(日立市レスリングクラブ)

吉田アリヤ(市川コシティクラブ)

幼年

27

岡澤 ナツラ(日立市レスリングクラブ)

吉田ロヤ(市川コシティクラブ)

幼年

27以上 荻野友里(ゴールドキッズ)

石川 未来(みぶチビッコレスリング教室)

成塚 みなみ(千代田ジュニアレスリングクラブ)

柳田 結人(BRAVE)

荻野恵理(ゴールドキッズ)

小学１～２年

21

坂本 輪(AACC)

小岩 皆人(小玉ジュニアレスリングクラブ)

藤田 想士(焼津ジュニアレスリングスクール) 井上 雄星(佐久市レスリング教室クラブ)

小学１～２年

24

高野 航成(取手レスリングクラブ)

荻野 大河(ＮＳＰ上溝ＴＥＡＭ-ＰＨＯＥＮＩＸ)

坂田 颯真(AACC)

ガレダギ 敬一(AACC)

小学１～２年

27

浅倉 巧留(チームリバーサル)

川崎悠生(市川コシティクラブ)

平岡 大河(逗子キッズレスリングクラブ)

弘埜 将伍(TEAM BISON'S by SENSHU-UNIV.)

小学１～２年

30

菊田 創(霞ヶ浦アンジュ)

島袋 希理瑠(レッスルウィン)

山下 凌弥(BRAVE)

本荘 拓真(関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

小学１～２年

34

茂呂 綾乃(AACC)

高橋 黎(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

ﾋﾞｬﾝﾊﾞｽﾚﾝ ﾌｳﾗﾝ(東海ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

森

金子 晴翔(霞ヶ浦アンジュ)

金澤 空大(柏レスリングクラブ)

小学１～２年

34以上 金子 勇翔(霞ヶ浦アンジュ)

洋勝(和光少年少女レスリングクラブ)

小学３～４年男子

24

坂本 由宇(AACC)

加藤敦史(館林ジュニア)

秋山 丈翔(焼津ジュニアレスリングスクール) 五味 虹登(山梨ジュニアレスリングクラブ)

小学３～４年男子

27

飯沢 大心(ＮＳＰ上溝ＴＥＡＭ-ＰＨＯＥＮＩＸ)

井上 甲太(ＮＳＰ上溝ＴＥＡＭ-ＰＨＯＥＮＩＸ)

曽根 将吾(焼津ジュニアレスリングスクール) 坂本 大悟(練馬谷原くらぶ)

小学３～４年男子

30

高橋 海大(焼津ジュニアレスリングスクール) 荻野 海志(ＮＳＰ上溝ＴＥＡＭ-ＰＨＯＥＮＩＸ)

白鳥 夏希(佐久市レスリング教室クラブ)

小学３～４年男子

34

小沼 魁成(キングス Jr レスリングクラブ) 山口 勇太郎(AACC)

岩上 篤詞(キングス Jr レスリングクラブ) 大橋 嵐士(AACC)

小学３～４年男子

37

吉田アラシ(市川コシティクラブ)

高橋 広武(和光少年少女レスリングクラブ) 有馬 鉄太(松戸ジュニアレスリングクラブ)

北脇 香(レッスルウィン)

小学３～４年男子

40

池田 倫(チームリバーサル)

鈴木 大樹(東海ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

内山 椋太(霞ヶ浦アンジュ)

中谷 優我(BRAVE)

小学３～４年男子

45

福丸 晴大(小玉ジュニアレスリングクラブ)

佐藤 大斗(AACC)

江頭 駿(アライアンス)

城所 拓馬(おおたスポーツアカデミー)

小学３～４年男子

45以上 新井裕太(龍ヶ崎レスリングクラブ)

成塚 騎士(千代田ジュニアレスリングクラブ) 中里 優斗(おおたスポーツアカデミー)

小学３～４年女子

24

大田 真蓉(チームリバーサル)

池田 芽生(大楠ジュニアレスリングクラブ) 浮洲 蘭(小玉ジュニアレスリングクラブ)

小学３～４年女子

27

五味 音々(山梨ジュニアレスリングクラブ)

鈴木 未結(東海ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

木村 彩夏(チームリバーサル)

小学３～４年女子

30

尾崎 野乃香(BRAVE)

平野 夏帆(AACC)

西元 さくら(はんのう山中道場レスリング)

小学３～４年女子

34

根本 星来(TEAM BISON'S by SENSHU-UNIV.) 小林 久美(千代田ジュニアレスリングクラブ) 山内 奏美(逗子キッズレスリングクラブ)

小学３～４年女子

37

高橋夏々海(ゴールドキッズ)

石井 亜海 (おおたスポーツアカデミー)

舩津 葵(ＧＯＬＤＥＮ ＳＴＡＲ レスリングクラブ)

小学３～４年女子

45

岡部 ももか(霞ヶ浦アンジュ)

横尾 真衣(明和レスリングクラブ)

若松 瞳(Ｋａｎ Ｃｌｕｂ)

小学３～４年女子

浅川 飛翔(北杜レスリングスポーツ少年団)

松田光希(市川コシティクラブ)

吉田 愛実(小玉ジュニアレスリングクラブ)
山内 花音(逗子キッズレスリングクラブ)

45以上 佐々木 あかり(BRAVE)

小学５～６年男子

28

廣田 才夏(松戸ジュニアレスリングクラブ)

小林 颯(おおたスポーツアカデミー)

平岡 快惇(はんのう山中道場レスリング)

小学５～６年男子

32

堤 太一(沼津レスリングクラブ)

堤 孔一(沼津レスリングクラブ)

原科 長城(チームリバーサル)

佐々木 修斗(ＧＯＬＤＥＮ ＳＴＡＲ レスリングクラブ)

小学５～６年男子

37

鈴木 歩夢(水戸市レスリング少年団)

大島柊(ゴールドキッズ)

田下 奏樹(BRAVE)

小沼 龍心(キングス Jr レスリングクラブ)

小学５～６年男子

42

佐藤 匡記(AACC)

大久保 大和(ハナサキジュニアレスリングクラブ) 山崎 万里(佐久市レスリング教室クラブ)

小学５～６年男子

47

佐長 拓未(TEAM BISON'S by SENSHU-UNIV.) 稲葉 洋人(AACC)

市川 アンディ(足利ミニレスクラブ)

小学５～６年男子

52

松井 滉希(BRAVE)

八重森 尚文(ＡＡＡ)

伊藤 飛未来(和光少年少女レスリングクラブ) 石川 弘人(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年男子

59

小学５～６年男子

59以上

小学５～６年女子

28

萩原 彩音(佐久市レスリング教室クラブ)

柏崎 真穂(みぶチビッコレスリング教室)

小学５～６年女子

31

片岡 梨乃(チームリバーサル)

松田 茉歩(Ｋａｎ Ｃｌｕｂ)

小学５～６年女子

34

浅川 小都乃(北杜レスリングスポーツ少年団) 高橋 美友(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年女子

38

本荘 美菜(関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

本田原 鈴(和光少年少女レスリングクラブ) 菊田 花(霞ヶ浦アンジュ)

小学５～６年女子

42

白鳥 彩夏(佐久市レスリング教室クラブ)

大田 若那(チームリバーサル)

吉田 真悠(霞ヶ浦アンジュ)

小学５～６年女子

46

内山 結愛(霞ヶ浦アンジュ)

嶋 茉央(田島ちびっ子レスリングクラブ)

吉田 早那(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年女子

50

中島 怜香(PUREBRED大宮)

森山 華江(和光少年少女レスリングクラブ)

小学５～６年女子

50以上 小林 奏音(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

鈴木 空(PUREBRED大宮)
薗田 仁紀(明和レスリングクラブ)

元木 咲良(和光少年少女レスリングクラブ) 峰岸 朋花(ハナサキジュニアレスリングクラブ)
川井 千晶(ＡＡＡ)

宮原 乙葉 (おおたスポーツアカデミー)

中学男子

38

服部 大虎(水戸市レスリング少年団)

高橋 幸大(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

42

大島颯(ゴールドキッズ)

工藤 千尋(ＧＯＬＤＥＮ ＳＴＡＲ レスリングクラブ) 伊奈 晃宏(レッスルウィン)

中学男子

47

寺田 有輝(千代田ジュニアレスリングクラブ) 米澤 凌(AACC)

齋藤 一樹(野田市立第一中学校)

藤倉 健吾(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

53

逆井 琉偉(チームリバーサル)

石黒隼士(ゴールドキッズ)

斉藤 浩司(おおたスポーツアカデミー)

國武 恵祐(野田市立第一中学校)

中学男子

59

成国大志(ゴールドキッズ)

宮内 滉平(AACC)

小松崎 脩司 (おおたスポーツアカデミー)

大谷 秋斗(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

66

横張 太一(BRAVE)

川上 直也(明和レスリングクラブ)

渡辺 悠介(水戸市レスリング少年団)

内山 皓太(霞ヶ浦アンジュ)

中学男子

73

古川 裕貴(北杜レスリングスポーツ少年団) 奥州 惇(若葉レスリングクラブ)

中学男子

85

石黒峻士(ゴールドキッズ)

中学男子

110

赤城玲央(水戸市レスリング少年団)

柴塚兵吾(大間々レスリングクラブ)

中学女子

37

中学女子

41

五十嵐 彩季(関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

菊田 浩美(霞ヶ浦アンジュ)

中学女子

46

大塚 亜美(Ｋａｎ Ｃｌｕｂ)

澤田 千優(AACC)

中学女子

52

加賀田葵夏(ゴールドキッズ)

増山 汐音(千代田ジュニアレスリングクラブ) 三輪 奏歩(野田市立第一中学校)

中学女子

58

中学女子

64

田中 孝資(ファイヤーボーイズ)

稲葉 海人(AACC)
成寛 留依(水戸市レスリング少年団)

横倉 朝生(千代田ジュニアレスリングクラブ)

杉山 絢海(邑楽ジュニアレスリングクラブ)
茂木優紀(東伊豆ジュニアレスリング)

鈴木 芽衣(おおたスポーツアカデミー)

少年の部

最優秀選手

中学生の部
団体の部

少年の部
中学生の部

高野 航成(取手レスリングクラブ)
寺田 有輝(千代田ジュニアレスリングクラブ)

第１位 ＡＡＣＣ

第２位 霞ヶ浦アンジュ

第３位 キングスジュニア

第１i位 ゴールドキッズ

第２位 水戸市レスリング少年団

第３位 千代田ジュニア

第２位

第３位

第３位

第３ ５回群馬県中学生レスリング選手権大会 大会結果一覧

種別

階級 第１位

中学男子

38

高橋 幸大(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

清水 翼(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

黒崎 宏太(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

42

江田健二郎(館林ジュニア)

石山善規(館林ジュニア)

川島 功也(おおたスポーツアカデミー)

倉持 翔(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

47

寺田 有輝(千代田ジュニアレスリングクラブ) 藤倉 健吾(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

小島彩暉(大間々レスリングクラブ)

清野 雄太(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

53

斉藤 浩司(おおたスポーツアカデミー)

櫛田 充邦 (おおたスポーツアカデミー)

狩野武尊(大間々レスリングクラブ)

中学男子

59

小松崎 脩司 (おおたスポーツアカデミー)

大谷 秋斗(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

66

杉田 周平(おおたスポーツアカデミー)

中学男子

73

高橋 友希(千代田ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

85

中学男子

110

柴塚兵吾(大間々レスリングクラブ)

中学女子

46

杉山 絢海(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学女子

52

増山 汐音(千代田ジュニアレスリングクラブ)

中学女子

64

鈴木 芽衣(おおたスポーツアカデミー)

横倉 朝生(千代田ジュニアレスリングクラブ)

