平成２８年度第２２ 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

幼年

18

幼年

21

幼年

24
27

幼年
幼年

第２位

第３位

第３位

依田 尚樹(佐久市レスリング教室クラブ)

菅原 早穂(磯工ベアーズレスリングクラブ)

小原優乃(FIREBOYS)

ガレダギ 愛千(イランレスリングクラブ)

及川美優(東海ジュニアレスリングクラブ)

新保 威風 (練馬谷原クラブ)

永田聖魁(WRESTLE-WIN)

神河 勇吹(パラエストラチームリバーサル) 久保 颯大(ロータス世田谷)

河原 光一朗(髙田道場)

鈴木大晴(フェニックスクラブ)

菊 池 健 太(和光少年少女レスリングクラブ) 鈴 木 凛々愛(和光少年少女レスリングクラブ)

谷津悠仁(上州トレジャーレスリングクラブ)

石川 拓真(さくら市少年レスリングクラブ)

桑原 廷佳(逗子キッズレスリングクラブ)

柴原 颯太(フィギュアフォークラブ)

西村 翔偉(焼津ジュニアレスリングスクール)山本はるあ(東伊豆ジュニアレスリング)

久保 音晴(ロータス世田谷)

藤原 猿之介( AACC)

江間 大登(ロータス世田谷)

酒井 禅(野田レスリングクラブ)

本荘 挑真(関宿クラブ)

古市 せら(野田レスリングクラブ)

27以上 菊池 清仁(さくら市少年レスリングクラブ)

藤原 辰之介( AACC)
渡辺 葵衣(柏レスリングクラブ)

松山 上太郎(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.)

小学１～２年

21

小学１～２年

24

横田 大和( AACC)

小学１～２年

27

清水 悠希(焼津ジュニアレスリングスクール) 田中結(WRESTLE-WIN)

小学１～２年

30

古川 音和(髙田道場)

有馬 銀二(パラエストラチームリバーサル) 大内 悠輝(パラエストラチームリバーサル) 森田煌生(WRESTLE-WIN)

34

鈴木勝大(フェニックスクラブ)

手塚 爽佑(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 若菜 光莉(小玉ジュニアレスリングクラブ)

小学１～２年
小学１～２年

34以上 本多 結里菜(フィギュアフォークラブ)

栗原 悠人(千代田ジュニアレスリングクラブ)

金澤 永和(柏レスリングクラブ)

和田 三志朗(館林ジュニアレスリングクラブ) 大内 誠(ひたちなかレスリングクラブ)

小学３～４年男子

24

坂本 広( AACC)

高橋 千紘(水戸市レスリングクラブ)

鈴木 太士(Ｔ－ＫＩＤＳ)

小学３～４年男子

27

藤原 虎之介( AACC)

菅原 大志(磯工ベアーズレスリングクラブ)

木島 鼓羽太(龍ケ崎レスリングクラブ)

小学３～４年男子

30

八隅 士和(ロータス世田谷)

安威 永太郎(ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ)

上武 春輝(焼津ジュニアレスリングスクール) 山鹿辰士(GOLDEN STAR レスリングクラブ)

小学３～４年男子

34

吉田 アリヤ(市川コシティクラブ)

水崎 竣介(焼津ジュニアレスリングスクール) 小川 滉(髙田道場)

助川 遼 成(ひたちなかレスリングクラブ)

小学３～４年男子

37

田中陸(WRESTLE-WIN)

三島 広大(日立市レスリングクラブ)

太田 福寿(ロータス世田谷)

小学３～４年男子

40

岡澤 ナツラ(日立市レスリングクラブ)

佐藤樹(GOLDEN STAR レスリングクラブ) 大澤 響(おおたスポーツアカデミー)

松井 礼士(おおたスポーツアカデミー)

小学３～４年男子

45

五十嵐 春希(米沢レスリングクラブ)

鳥居 輪太朗(PALAISTRA)

山内颯雅(田島ちびっ子レスリングクラブ)

鈴木 菖汰朗(KRAZY BEE)

村野 太紀(霞ヶ浦アンジュ)

小山 和哉(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

阿部 裕斗(千代田ジュニアレスリングクラブ)

稲葉 陽咲(MANA wrestling team)

小学３～４年男子

45以上 益子 拓也(ロータス世田谷)

川端 健太(明和レスリングクラブ)

山田 耕太郎(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.)

小学３～４年女子

26

小川 舞(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 渡邊 ひさき(大森ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

井上 いまり(佐久市レスリング教室クラブ)

小学３～４年女子

30

関戸 香梨奈(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 山浦 実旺(松戸ジュニアレスリングクラブ)

西村 唯菜(焼津ジュニアレスリングスクール) 福丸 真央(小玉ジュニアレスリングクラブ)

小学３～４年女子

34

木村 美海(パラエストラチームリバーサル) 菱沼 綾南(RED BULL WRESTLING CLUB) 白井 李佳(さくら市少年レスリングクラブ)

鈴 木 菜々美(和光少年少女レスリングクラブ)

小学３～４年女子

40

新家谷 和奏(市川コシティクラブ)

新保 日茉里 (練馬谷原クラブ)

鈴木 柚葵(ハナサキJr.)

鏑木 彩羽(明和レスリングクラブ)

小学３～４年女子

45

石川 実来(MANA wrestling team)

吉田 ロヤ(市川コシティクラブ)

大内 真美(ひたちなかレスリングクラブ)

荻野 恵里(ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ)

小学３～４年女子

45以上 荻野 友里(ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ)

沖村ありさ(田島ちびっ子レスリングクラブ)

小学５～６年男子

28

郡山 征煌(沼津レスリングクラブ)

中倉 一貴(沼津レスリングクラブ)

小島 来輝(野田レスリングクラブ)

関口 侑希(伊勢崎スパークラーズ )

小学５～６年男子

32

山縣 天馬(磯工ベアーズレスリングクラブ)

坂本 輪( AACC)

桃井翔馬(関宿クラブ)

岡田 京太(龍ケ崎レスリングクラブ)

小学５～６年男子

37

高橋 慧大(松戸ジュニアレスリングクラブ)

仁木 武流(龍ケ崎レスリングクラブ)

吉野 飛来(PUREBRED)

高野 航成(パラエストラチームリバーサル)

小学５～６年男子

42

平岡 大河(逗子キッズレスリングクラブ)

渡辺 涼太(小玉ジュニアレスリングクラブ)

浅野 稜悟(逗子キッズレスリングクラブ)

平井 友真(山梨ジュニアレスリングクラブ)

小学５～６年男子

47

本荘 拓真(関宿クラブ)

塙 大佑(水戸市レスリングクラブ)

深澤 昻空(山梨ジュニアレスリングクラブ)

古市 一翔(野田レスリングクラブ)

小学５～６年男子

52

金子 晴翔(霞ヶ浦アンジュ)

富田 晏寅(逗子キッズレスリングクラブ)

和田 滉次郎(館林ジュニアレスリングクラブ) 小尾 滉弥(北杜レスリングスポーツ少年団)

59

金子 勇翔(霞ヶ浦アンジュ)

菊地 一瑳(髙田道場)

渡辺 雄之亮(伊勢崎スパークラーズ )

倉持柊太(フェニックスクラブ)

砂賀 星偉(館林ジュニアレスリングクラブ)

渡邉 奏楽(千代田ジュニアレスリングクラブ)

横瀬 亜美(クリナップキッズ)

澤木心愛(FIREBOYS)

小学５～６年男子
小学５～６年男子

59以上 矢作 元貴(KRAZY BEE)

横山 誠悟(ハナサキJr.)

小学５～６年女子

30

大井 寿々(フィギュアフォークラブ)

安田あくる(フェニックスクラブ)

小学５～６年女子

35

本多 香里菜(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) 黒田望丘(FIREBOYS)

小学５～６年女子

40

浅倉 巧留(パラエストラチームリバーサル) 池田 陽(市川コシティクラブ)

小 原 春 佳(和光少年少女レスリングクラブ) 澤田 美侑(大森ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

小学５～６年女子

45

増田 満里奈(沼津レスリングクラブ)

滝田 彩乃(大子jrレスリングクラブ)

林 叶望(はんのう山中道場)

小学５～６年女子

50

茂呂 綾乃( AACC)

松山 楓(TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.) 加賀美 緋奈乃(PUREBRED)

小学５～６年女子

50以上 髙橋 にいな(山梨ジュニアレスリングクラブ) 斎藤 凜(米沢レスリングクラブ)

武田 杏(大間々レスリングクラブ)

奥山 奄良(PUREBRED)

村田 萌(RED BULL WRESTLING CLUB)
髙橋 衣織(クリナップキッズ)

中学男子

38

加藤 敦史(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

42

髙橋 一輝(千代田ジュニアレスリングクラブ) 河村 歩(ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ)

飯島 蓮(Ｔ－ＫＩＤＳ)

冨山 悠真(Ｔ－ＫＩＤＳ)

中学男子

47

鶴屋 怜(パラエストラチームリバーサル)

杉本 陸斗(PUREBRED)

白鳥 夏希(佐久市レスリング教室クラブ)

金井 暢己(ハナサキJr.)

中学男子

53

深澤 颯太(山梨ジュニアレスリングクラブ)

小澤 楽翔(山梨ジュニアレスリングクラブ)

加賀田 柊生(ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ)

庄司 龍映(ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ)

中学男子

59

赤荻 清志郎(米沢アルカディアJr.レスリングクラブ) 花井 龍真(Ｔ－ＫＩＤＳ)

福田 翔大(水戸市レスリングクラブ)

佐々木 駿(水戸市レスリングクラブ)

中学男子

66

渡辺 慶二(水戸市レスリングクラブ)

坂上 拓瑠(明和レスリングクラブ)

和田 晋太郎(館林ジュニアレスリングクラブ)

中学男子

73

鈴木 爽元(米沢アルカディアJr.レスリングクラブ) 城所 拓馬(おおたスポーツアカデミー)

中学男子

85

小尾 優弥(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)

中学男子

110

出頭 海(カシマキッズ)

澤田 雄斗(大森ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

中学女子

35

村山 右京(練馬谷原クラブ)

服部 里桜(横浜デビルズJrレスリングクラブ)

中学女子

40

木村 彩夏(パラエストラチームリバーサル) 高野 桃果(日立市レスリングクラブ)

中学女子

45

片岡 梨乃(パラエストラチームリバーサル) 山 口 夏 月(和光少年少女レスリングクラブ) 西田 紗織(チームドン・キホーテ)

中学女子

50

小川 玲奈(パラエストラチームリバーサル) 高橋 美友(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

清水 星那(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学女子

56

石井 亜海(おおたスポーツアカデミー)

本荘 美菜(関宿クラブ)

小林 久美(千代田ジュニアレスリングクラブ) 藤倉 優花(邑楽ジュニアレスリングクラブ)

中学女子

63

佐々木 愛美(水戸市レスリングクラブ)

伊波 琴美(若葉レスリングクラブ)

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

井上 甲太(髙田道場)

吉田 アラシ(市川コシティクラブ)

渡辺 大斗(はんのう山中道場)

高橋凛太郎(東海ジュニアレスリングクラブ)

松田 光希(市川コシティクラブ)

深澤 桃花(さくら市少年レスリングクラブ)

山縣 天馬(磯工ベアーズレスリングクラブ)
髙橋 一輝(千代田ジュニアレスリングクラブ)

第１位 市川コシティクラブ
第１位

第２位 ロータス世田谷

パラエストラチームリバーサル 第２位 水戸市レスリングクラブ

第３位 パラエストラチームリバーサル
第３位 おおたスポーツアカデミー

