平成２ ５年度第１ ９ 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

小岩 芽以(小玉ジュニアレスリングクラブ)

久保音晴(レッスルウィン)

藤原猿之介(レッスルウィン)

幼年

21

丸田 龍平(髙田道場)

藤原虎之介(レッスルウィン)

興野 あかり(ＰＵＲＥＢＲＥＤ大宮)

幼年

24

高野 太志 (日立市レスリング)

松山 桜(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 荻原 啓太(ＰＵＲＥＢＲＥＤ大宮)

幼年

27

田中陸(レッスルウィン)

佐々木真理愛(BRAVE)

幼年

27以上

藤邉妙果(東伊豆ジュニアレスリング

古橋 侑季(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

小学１～２年

21

八隅 士和(ロータス世田谷)

高木 玲(レッスルウィン)

小林 楓駕(館林jrレスリングクラブ)

小学１～２年

24

坂田 颯真(AACC)

吉田 アリヤ(市川コシティクラブ)

大背戸 逞人(D-ONE TEAM ドン・キホーテ) 岡田 京太(龍ヶ崎レスリングクラブ)

小学１～２年

27

ガレキダ 敬一(市川コシティクラブ)

荻野 大河(TEAM-PHOENIX)

片岡 大河(チームリバーサル)

小学１～２年

30

鈴木飛来（東海ジュニアレスリングクラブ）

三島 広大(日立市レスリングクラブ

佐藤 樹（golden star レスリング）

小学１～２年

34

管野 煌大(D-ONE TEAM ドン・キホーテ) 星野 レイ(AACC)

小学１～２年

34以上 宇都宮 快斗(山中道場)

宝木 蓮太郎(FIRE BOYS)

角本 大地(D-ONE TEAM ドン・キホーテ)

太田 早也香(和光少年少女レスリングクラブ) 浅倉 卓留(チームリバーサル)

折笠 雄基(ＰＵＲＥＢＲＥＤ大宮)

小池 七夕(山梨ジュニアレスリングクラブ)
井上 雄星(佐久市レスリング教室クラブ)

小学３～４年男子

24

菊地 優太(AACC)

茂木 洋輔(東伊豆ジュニアレスリング)

小学３～４年男子

27

五味 虹登(山梨ジュニアレスリングクラブ)

長谷川 匠(GOLDEN STAR レスリングクラブ) 戸田 純人(AACC)

加藤 敦史(館林jrレスリングクラブ)

小学３～４年男子

30

井上 甲太(TEAM-PHOENIX)

飯沢 大心(TEAM-PHOENIX)

佐藤（GOLDEN STARレスリング）

北井涼都（アライランス）

小学３～４年男子

34

荻野 海志(TEAM-PHOENIX)

白鳥 夏希(佐久市レスリング教室クラブ)

三浦 統貴(Ｔ－ＫＩＤＳ)

小学３～４年男子

37

岩上 篤詞(キングスJrレスリングクラブ)

飯塚 康太(AACC)

森 洋勝(和光少年少女レスリングクラブ)

小学３～４年男子

40

吉田アラシ(市川コシティクラブ)

神保 蒼汰(FIRE BOYS)

高橋 広武(和光少年少女レスリングクラブ)

小学３～４年男子

45

五十嵐 文弥(髙田道場)

稲葉 大輝(TEAM-PHOENIX)

辻山 優樹(AACC)

藤田 大(若葉レスリングクラブ)

松田光希(市川コシティクラブ)

小学３～４年男子

45以上 城所 拓馬(おおたスポーツアカデミー)

池田 力矢(足利ﾐﾆレスクラブ)

小嶋 悠斗(若葉レスリングクラブ)

小学３～４年女子

24

佐々木 里菜(GOLDEN STAR レスリングクラブ) 木藤 やわら(山中道場)

田口 刹奈(JTW上州トレジャーレスリングクラブ) 小澤 美羽(ひたちなかレスリングクラブ)

小学３～４年女子

27

太田 真蓉(チームリバーサル)

池田芽衣(ゴールドキッズ)

出戸 聖来(山中道場)

谷津 七海(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

小学３～４年女子

30

坂本 由宇(AACC)

鈴木 未結(東海ジュニアレスリングクラブ)

増田 満里奈(沼津レスリングクラブ)

森川 葵咲樹(AACC)

小学３～４年女子

34

茂呂 彩乃（ＡＡＣＣ）

増田 樹里（沼津レスリング）

山倉 和華（アライアンス）

小学３～４年女子

37

小林 久美(千代田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(東海ジュニアレスリングクラブ) 畑 桃果(FIRE BOYS)

加藤 綺華(Ｋａｎ Ｃｌｕｂ)

小学３～４年女子

40

山内奏美(逗子キッズレスリングクラブ)

藤倉 優花(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

小学３～４年女子

山内花音(逗子キッズレスリングクラブ)

45以上 管野 藍(D-ONE TEAM ドン・キホーテ)

小学５～６年男子

28

植松 夏鈴(沼津学園ジュニア)

小学５～６年男子

32

浅川 飛翔(北杜レスリングスポーツ少年団) 秋葉 大和(D-ONE TEAM ドン・キホーテ) 高橋 一輝(千代田ジュニアレスリングクラブ) 後平 広(関宿レスリングクラブ)

小学５～６年男子

37

菅沼碧久(ゴールドキッズ)

田下奏樹(BRAVE)

平岡大宙(逗子キッズレスリングクラブ)

小沼 魁成(キングスJrレスリングクラブ)

小学５～６年男子

42

深田 雄智(AACC)

小沼 龍心(キングスJrレスリングクラブ)

鹿児島 虎琉(足利ﾐﾆレスクラブ)

青野 健也(AACC)

小学５～６年男子

47

佐藤 匡記(AACC)

湯田大翔(田島ちびっ子レスリングクラブ)

飯田 真亘(小玉ジュニアレスリングクラブ)

佐々木 花恋(TEAM-PHOENIX)

小学５～６年男子

52

萩原 大和(ハナサキジュニアレスリングクラブ) 阿部 光(明和レスリングクラブ)

福丸 晴大(小玉ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年男子

59

古川 貴也(北杜レスリングスポーツ少年団) 中里 優斗(おおたスポーツアカデミー)

森 山 泰 志(和光少年少女レスリングクラブ)

小学５～６年男子

59以上 出戸 楓雅(山中道場)

阿久津流(田島ちびっ子レスリングクラブ)

日比野 晴斗(館林jrレスリングクラブ)

堺 航太(ゴールドキッズ)

山口 翔(大間々レスリングクラブ)

小学５～６年女子

30

五味 音々(山梨ジュニアレスリングクラブ)

柏崎真穂(みぶチビッコレスリング教室)

高野 桃果(日立市レスリングクラブ)

小学５～６年女子

33

片岡梨乃(チームリバーサル)

尾崎野乃香(BRAVE)

林 夏美子(おおたスポーツアカデミー)

小学５～６年女子

37

小川 玲奈(小玉ジュニアレスリングクラブ)

根本 星来(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 西元 さくら(山中道場)

小学５～６年女子

41

石井 亜海(おおたスポーツアカデミー)

伊 藤 有 未(和光少年少女レスリングクラブ) 川井 千晶(ＡＡＡ)

小学５～６年女子

45

本荘 美菜(関宿レスリングクラブ)

若松 瞳（Kan club)

小学５～６年女子

45以上 嶋茉央(田島ちびっ子レスリングクラブ)

藤邉喜愛(東伊豆ジュニアレスリング)

高橋夏々海(ゴールドキッズ)

小田 梨英瑠(邑楽ジュニアレスリングクラブ) 弘埜 こまち(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.)

中学男子

38

大橋 寛介(チームリバーサル)

佐々木 航(沼津学園ジュニア)

佐々木 修斗(GOLDEN STAR レスリングクラブ)

中学男子

42

森川 海舟(AACC)

木村 智洋(館林jrレスリングクラブ)

石橋 恵介(水戸市レスリングスポーツ少年団)

中学男子

47

服部 大虎(水戸市レスリングスポーツ少年団) 畑 将太郎（FIRE BOYS)

伊奈 晃宏(レッスルウィン)

田下 竜葵(BRAVE)

中学男子

53

薗田 仁紀(明和レスリングクラブ)

石川 弘人(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

江田 健二郎(館林jrレスリングクラブ)

石川 竜也(ひたちなかレスリングクラブ)

中学男子

59

太田 真暉(チームリバーサル)

松井 滉季(BRAVE)

狩野 武尊(大間々レスリングクラブ)

米澤 凌(AACC)

中学男子

66

石黒隼士(ゴールドキッズ)

安楽 龍馬(AACC)

渡辺 悠介(水戸市レスリングスポーツ少年団)

中学男子

73

古川 裕貴(北杜レスリングスポーツ少年団) 逢坂 星多(水戸市レスリングスポーツ少年団)

中学男子

85

中学男子

110

中学女子

48

大塚 亜美（Kan Club)

太田 若那(チームリバーサル）

中学女子

52

杉山絢海（邑楽レスリング）

吉柴未彩輝 （みぶレスリングクラブ）

中学女子

58

増山 汐音(千代田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)

中学女子

70

小林 奏音(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

最優秀選手

少年の部
中学生の部

団体の部

少年の部
中学生の部

坂田 颯真(AACC)
増山 汐音(千代田ジュニアレスリングクラブ)

第１位 ＡＡＣＣ

第２位 山梨ジュニアレスリングクラブ

第３位 高田道場

第１i位 チームリバーサル

第２位 水戸レスリングスポーツ少年団

第３位 ＡＡＣＣ

