平成２７年度第２１ 回千代田町近接少年少女レスリング大会
種別

階級 第１位

第２位

幼年

18

牛窓 勝心(レッスルウィン)

幼年

21

ｵﾋﾞｵﾗ 	
ｸﾘｽﾃｨｱﾝ龍(KRAZYBEE)

幼年

24

土肥 利羽(KRAZYBEE)

幼年

27

小形 晃奨(フェニックスクラブ)

幼年

第３位

第３位

本間 あみ(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

菅原 早穂(横浜ベアーズレスリングクラブ)

江間 大登(ロータス世田谷)

西川 陽(レッスルウィン)

土屋 悠空(レッスルウィン)

保坂 樹奈(小玉ジュニアレスリングクラブ)

本荘挑真(関宿レスリングクラブ)

高田 龍之介(レッスルウィン)

志村 友碧(フィギュアフォークラブ)

坂口 絢胡(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

福田 ここな(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

高木 結( AACC)

27以上 大内 悠輝(パラエストラ チームリバーサル) 水橋 毅(松戸ジュニアレスリングクラブ)

小峰 一乃(カシマキッズ)

小学１～２年

21

坂本 広( AACC)

小学１～２年

24

小川 舞(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 清水

小学１～２年

27

安威 永太郎(ゴールドキッズ)

市川 悠人(フィギュアフォークラブ)

廣橋 悠貴(ゴールドキッズ)

塩見 悠馬(パラエストラ チームリバーサル)

小学１～２年

30

藤森 玲次(FIRE BOYS)

秋保 大地(ゴールドキッズ)

浅野 称志(逗子キッズレスリングクラブ)

永冨 琉衣( AACC)

34

田中 陸(レッスルウィン)

手塚 爽佑(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 松井 礼士(おおたスポーツアカデミー)

小学１～２年
小学１～２年

34以上 益子 拓也(ロータス世田谷)

椎名 遥久(パラエストラ チームリバーサル) 西村

翔偉(焼津ジュニアレスリングスクール) 久保 音晴(ロータス世田谷)

悠希(焼津ジュニアレスリングスクール) 渡邊 ひさき(大森ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

小岩 芽以(小玉ジュニアレスリングクラブ)

佐々木真理愛(ＢＲＡＶＥ)

松山 桜(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 阿部 裕斗(千代田ジュニアレスリングクラブ) 安藏 諭一(大間々レスリングクラブ)

小学３～４年男子

24

高木 玲( AACC)

土井 仁太(KanClub)

宮﨑 彪(小玉ジュニアレスリングクラブ)

樋澤 空(館林ジュニアレスリングクラブ)

小学３～４年男子

27

坂本 輪( AACC)

大井 寿々(フィギュアフォークラブ)

八隅 士和(ロータス世田谷)

永井 陸斗(KING'S Jr WRESTLING CLUB)

小学３～４年男子

30

坂田 颯真( AACC)

小岩 皆人(小玉ジュニアレスリングクラブ)

吉田 アリヤ(市川コシティクラブ)

片岡 大河(パラエストラ チームリバーサル)

小学３～４年男子

34

ガレダギ 敬一(イランレスリングクラブ)

高橋 柊生(松戸ジュニアレスリングクラブ)

寺田 謙也(若葉レスリングクラブ)

小学３～４年男子

37

浅野稜悟(逗子キッズレスリングクラブ)

星野 レイ( AACC)

荻野 大河(ＴＥＡＭ－ＰＨＯＥＮＩＸ)

内田 怜児(ＢＲＡＶＥ)

小学３～４年男子

40

三島 大河(日立市レスリングクラブ)

鈴木 理一朗(KRAZYBEE)

鳥居 輪太朗(PALAISTRA)

藤島 幸正(足利ミニレスクラブ)

小学３～４年男子

45

菅野 煌大(チーム ドン・キホーテ)

浅倉 卓留(パラエストラチームリバーサル) 瀬能 大晴(野田レスリングクラブ)

小学３～４年男子

45以上 倉持 柊太(フェニックスクラブ)

若菜 陽樹(小玉ジュニアレスリングクラブ)

和田 滉二郎(館林ジュニアレスリングクラブ) 新井 隆勢(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

岩崎 一志(横浜デビルズJrレスリングクラブ)

小澤 咲楽(山梨ジュニアレスリングクラブ)

小学３～４年女子

25

村山 左都(練馬谷原くらぶ)

鈴木 彩香(Ｔ－ＫＩＤＳ)

吉川 早紀(ゴールドキッズ)

小学３～４年女子

29

山本こころ(東伊豆ジュニアレスリング)

沢木 心愛(FIRE BOYS)

菱沼 綾南(RED BULL WRESTLING CLUB) 松田 菜々美(市川コシティクラブ)

小学３～４年女子

33

小原 春佳(和光少年少女レスリングクラブ) 横尾 瑠衣(明和レスリングクラブ)

土屋 沙和(沼津レスリングクラブ)

小松 咲桜(横浜ベアーズレスリングクラブ)

小学３～４年女子

39

太田 早也香(和光少年少女レスリングクラブ) 吉田 ロヤ(市川コシティクラブ)

林 叶望(はんのう山中道場)

増山 天南(髙田道場)

小学３～４年女子

39以上

小学５～６年男子

28

小学５～６年男子

32

加藤 敦史(館林ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年男子

37

五味 虹登(山梨ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年男子

42

白鳥 夏希(佐久市レスリング教室クラブ)

小学５～６年男子

47

小学５～６年男子
小学５～６年男子
小学５～６年男子

永冨 礼(AACC)

滝田彩乃(大子ジュニアレスリングクラブ)

鹿児島 瑠夏(足利ミニレスクラブ)

沖村ありさ(田島ちびっ子レスリングクラブ)

菊地 優太(AACC)

中野 桐吾(フィギュアフォークラブ)

井上 雄星(佐久市レスリング教室クラブ)

前原 歩武(沼津レスリングクラブ)

高野 航成(パラエストラチームリバーサル)

仲川 昇汰(霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ)

平岡 大河(逗子キッズレスリングクラブ)

菊田 創(水戸市レスリングクラブ)

飯沢 大心(ＴＥＡＭ－ＰＨＯＥＮＩＸ)

本荘 拓真(関宿レスリングクラブ)

塙 大佑(水戸市レスリングクラブ)

荻野 海志(ＴＥＡＭ－ＰＨＯＥＮＩＸ)

五十嵐 開(田島ちびっ子レスリングクラブ)

深澤 健斗(北杜レスリングスポーツ少年団) 小林 靖弥(館林ジュニアレスリングクラブ)

52

藤澤 創(網野町少年レスリング教室)

辻山 優樹(AACC)

吉田 アラシ(市川コシティクラブ)

小澤 楽翔(山梨ジュニアレスリングクラブ)

59

小宮山 碧波(北杜レスリングスポーツ少年団) 遠藤 勇馬(レッスルウィン)

矢作 元貴(KRAZYBEE)

新井 健人(ハナサキジュニア)

松田 光希(市川コシティクラブ)

八木澤 侃永(さくら市ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌ)

星 拓海(はんのう山中道場)

59以上 城所 拓馬(おおたスポーツアカデミー)

坂本 由宇(AACC)

戸田 純人(AACC)

小学５～６年女子

29

本多 香里菜(フィギュアフォークラブ)

丸橋 杏(フィギュアフォークラブ)

佐々木里菜(GOLDEN STAR レスリングクラブ) 田口 刹奈(館林ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年女子

34

太田 真蓉(KING'S Jr WRESTLING CLUB)

柴原 歩美(フィギュアフォークラブ)

澤田 美侑(大森ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

小学５～６年女子

39

浅倉 巧留(パラエストラチームリバーサル) 浅野 稔理(逗子キッズレスリングクラブ)

小学５～６年女子

44

茂呂 綾乃(AACC)

山口 夏月(和光少年少女レスリングクラブ) 増田 樹里(沼津レスリングクラブ)

小学５～６年女子

49

山内花音(逗子キッズレスリングクラブ)

山内奏美(逗子キッズレスリングクラブ)

小林 久美(千代田ジュニアレスリングクラブ) 菅野 藍衣(チーム ドン・キホーテ)

八木 風花(フェニックスクラブ)

高見澤 早詠(北杜レスリングスポーツ少年団) 伊波 琴美(若葉レスリングクラブ)

小学５～６年女子

49以上 藤倉 優花(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

元木 日陽里(和光少年少女レスリングクラブ)

大沢 純礼(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 木村 彩夏(パラエストラチームリバーサル)

中村 亜衣菜(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

38

河村 歩(ゴールドキッズ)

中学男子

42

小沼 魁成(パラエストラチームリバーサル) 原科 長城(パラエストラチームリバーサル) 小林 光(千代田ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

47

平岡大宙(逗子キッズレスリングクラブ)

森田魁人(ＢＲＡＶＥ)

田口 凌(館林ジュニアレスリングクラブ)

鴇田 昇大(柏レスリングクラブ)

中学男子

53

青柳 善の輔(髙田道場)

三井 潤(カシマキッズ)

花井 龍真(Ｔ－ＫＩＤＳ)

築比地 留偉(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

59

畑 将太郎(FIRE BOYS)

渡辺 慶二(水戸市レスリングクラブ)

谷津 龍斗(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

村山 瑠(パラエストラチームリバーサル)

中学男子

66

高森 新世(水戸市レスリングクラブ)

市川 アンディ(足利ミニレスクラブ)

阿部 光(明和レスリングクラブ)

小林 史弥(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

73

合田 悠悟(AACC)

横山 航太(パラエストラチームリバーサル) 後藤 起位(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

85

澤田 雄斗(大森ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

福田 一(水戸市レスリングクラブ)

中学男子

110

出頭 海(ｶｼﾏｷｯｽﾞﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

中学女子

37

高野 桃果(日立市レスリングクラブ)

中学女子

40

伊藤 海(網野町少年レスリング教室)

片岡 梨乃(パラエストラチームリバーサル) 牧野 奈々葉(龍ヶ崎レスリングクラブ)

五味 音々(山梨ジュニアレスリングクラブ)

中学女子

44

藤邉 喜愛(東伊豆ジュニアレスリング)

高木 愛美(AACC)

林 夏美子(おおたスポーツアカデミー)

中学女子

49

菊田 花(水戸市レスリングクラブ)

本田原 鈴(和光少年少女レスリングクラブ) 桑原 梨緒(おおたスポーツアカデミー)

清水 星那(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学女子

53

石井 亜海(おおたスポーツアカデミー)

本荘美菜(関宿レスリングクラブ)

横尾 真衣(明和レスリングクラブ)

高橋 美友(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学女子

58

佐々木 あかり(ＢＲＡＶＥ)

小田 梨英瑠(足利ミニレスクラブ)

清水 優梨香(北杜レスリングスポーツ少年団)

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

高橋 一輝(千代田ジュニアレスリングクラブ) 佐々木 蓮(沼津レスリングクラブ)

川井 千晶(大森ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

日比野 晴斗(館林ジュニアレスリングクラブ)

山本 健成(市川コシティクラブ)

中里 優斗(おおたスポーツアカデミー)

加藤 敦史(館林ジュニアレスリングクラブ)
平岡大宙(逗子キッズレスリングクラブ)

第１位 AACC

第２位 逗子キッズレスリングクラブ

第３位 フィギアフォークラブ

第１位 水戸レスリングスポーツ少年団

第２位 邑楽ジュニアレスリングクラブ

第３位 AACC

