
階　級
22 桑　原　廷　佳 ZUSHI 本　多　祐　貴 KAMO B&G 岡　　　伊　咲 オビヒロクラブ 西　村　翔　偉 焼津Jr.

24 久　保　音　晴 LOTUS 前　田　悠　樹 ＦＦＣ 藤　原　猿之介 ＡＡＣＣ 小此木　仁之祐 Wrestle-Win

25 横　田　大　和 ＡＡＣＣ 古　澤　大　和 茨木レスリング 山　口　寛　汰 焼津リトル 白　井　陽　彩 NGJW

26 小　川　十兵衛 SAPPORO 依　田　朋　樹 佐久レスリング 稲　葉　竣　太 NGJW 山　野　大　輝 いなべクラブ

27 永　石　潤　成 KASHIMA 本　田　隆　喜 Tiger Kids 佐々木　大　地 ワカヤマ 藤　原　大　輔 高知クラブ

28 清　水　悠　希 焼津Jr. 土　屋　　　舜 ＦＦＣ 鸙　野　大　河 ENJOY 吉　田　海　人 一志ジュニア

30 鳥　越　一　汰 Wrestle-Win 本　釜　希　真 刈谷クラブ 土　下　明　起 舞鶴レスリング 佐　藤　優　羽 焼津Jr.

33 古　川　音　和 髙田道場(東京) 内　藤　暖次朗 BRAVE 柴　田　啓　太 ３ＲＩＮＧＳ 橋　本　宗　幸 UEDA CLUB

36 小　林　賢　弥 松山クラブ 鈴　木　勝　大 フェニックスＣ 渡　部　斗　海 倉吉 生　嶋　虎太郎 北九州

39 鈴　木　承太郎 LOTUS 菊　地　徳太郎 ＡＡＣＣ 塩　塚　温　大 PUREBRED 今　井　　　善 千代田

42 藤　瀬　夏　唯 KASHIMA 田　村　大　翔 ゴールドキッズ 濱　田　大　喜 ＡＡＣＣ 菅　原　皇　世 天塩ちびっ子

+42 山　中　創　太 磯工ベアーズ 黒　川　夏　希 天塩ちびっ子

++42 江　上　海　翔 LKW 田　中　初　樹 北九州

24 松　實　陸　斗 Shingu 坂　本　　　広 ＡＡＣＣ 長谷川　太　一 TOKAI Jr 上　原　眞志郎 INAGAWA

26 大　井　喜　一 ＦＦＣ 椎　名　遥　玖 パラエストラ 草　地　典　大 茨木レスリング 荻　田　大　雅 神戸高塚

28 北　出　幸　也 堺ジュニア 北　村　春　斗 INAGAWA 杉　本　成　空 I★W★C 藤　原　虎之介 ＡＡＣＣ 

29 安　威　永太郎 ゴールドキッズ 古　市　大　翔 NODA 松　本　冴太郎 吹田市民教室 辻　　　悠　人 INAGAWA

30 廣　橋　悠　貴 ゴールドキッズ 野　口　佳　祐 オビヒロクラブ 山　﨑　魁　良 いなべクラブ 菅　原　大　志 磯工ベアーズ

31 市　川　悠　人 ＦＦＣ 辻　田　陽　咲 吹田市民教室 石　橋　賢　人 NISSIN 小　島　怜　恩 吹田市民教室

33 戸　辺　昇　輝 松﨑Jr. 堤　　　大　智 マイスポーツ 金　田　瑛　仁 NISSIN 竹　本　颯　汰 極東

36 黒　田　啓　悟 吹田市民教室 藤　森　玲　次 Fire Boys 鈴　木　獅　心 四日市ジュニア 弓　矢　翔　太 いなべクラブ

39 田　中　　　陸 Wrestle-Win 村　田　大　河 トコナメ 住　吉　智　成 徳山 新家谷　倖　和 市川コシティ

42 花　盛　奏　太 INAGAWA 松　井　礼　士 OSA 渡　邉　哲　平 FUKUI EMMA 大　門　大　翔 志賀ジュニア

45 田　島　　　宗 四日市ジュニア 馬　場　榛　貴 ジョイフル 松　嶋　　　攻 ワカヤマ

+45 長谷川　大　和 高槻レスリング 城　田　健　太 島原レスリング 阿　部　裕　斗 千代田

++45 澤　田　一　輝 BRAVE 井　上　直　人 OBENO

+++45 益　子　拓　也 LOTUS 藤　原　芳　守 極東

26 北　島　　　魂 四日市ジュニア 相　川　侑　輝 OMURA 松　本　勇　莉 金沢ジュニア 水　澗　雄　吾 志賀ジュニア

28 與那城　一　輝 NISSIN 小　川　大　和 南島原 後　　　颯　汰 INAGAWA 石　本　龍　聖 極東

30 怡　土　悠　馬 TOSU 山　下　祈　願 すくも 加　成　真之介 杉田道場 宮　原　拓　海 FIVE STAR

32 白　崎　主　也 志賀ジュニア 志　村　僚　眞 ＦＦＣ 助　川　遼　成 ひたちなか 久　田　虎　徹 トワダクラブ

34 吉　田　アリヤ 市川コシティ 八　隅　士　和 LOTUS 川　路　悠　介 TB by SU 森　　　日　我 INAGAWA

36 松　原　拓　郎 TOSU 水　崎　竣　介 焼津Jr. 横　山　拓　郎 杉田道場 伊　藤　海　里 オビヒロクラブ

39 小　玉　龍　舞 極東 奈須川　将　暉 ZUSHI 三　島　侑　大 HITACHI 小　川　　　滉 髙田道場(東京)

42 三　浦　修　矢 Tiger Kids 野　村　蒼　空 THUNDER 岡　澤　ナツラ HITACHI 髙根澤　虎　白 水戸レスリング

46 瀧　澤　勇　仁 ＦＦＣ 吉　田　泰　造 Takamatsu CLUB 笹　岡　大　晃 極東 亀　原　悠　生 マイスポーツ

50 石　田　獅　童 Tiger Kids 鈴　木　悠　太 LOTUS 辻　川　耕　平 FUKUI 田　澤　聡　志 AWC

55 石　田　悠　稀 Tiger Kids 片　松　龍　誠 Takamatsu CLUB 西　原　丈　陽 明和クラブ

60 大　坂　尊　琉 FUKUI EMMA 幸　田　育　士 まきっず 小　山　和　哉 邑楽 西　山　脩　人 島原レスリング

+60 藤　田　宝　星 猛禽屋

28 里　中　飛　雅 HASHIMA 郡　山　征　煌 NUMAZU 平　野　敬　太 大垣レスリング 小　島　来　輝 NODA

30 柴　山　日　向 北九州 沼　端　優　成 RWC 後　藤　瑠　希 中津川ジュニア 金　山　弥　礼 四日市ジュニア

32 大背戸　逞　斗 ドン．キホーテ 伊　藤　　　快 NISSIN 小　川　礼　寿 SAPPORO 坂　本　　　輪 ＡＡＣＣ 

34 角　本　大　地 ドン．キホーテ 片　岡　大　河 パラエストラ 小　岩　皆　人 KODAMA 佐　藤　秀　磨 NUMAZU

36 ガレダギ　敬　一 ＩＷＣ 藤　田　貫　佑 東広島 内　田　怜　児 EIKON JWS 松　澤　　　快 アライアンス

39 荻　野　大　河 PHOENIX 高　橋　柊　生 MATSUDO 小　塚　　　彪 いなべクラブ 直　井　夢　希 マイスポーツ

42 浅　野　稜　悟 ZUSHI 山　口　叶　太 TOBA 佐　藤　柊　斗 FDWC 河　野　兼多朗 宮崎イースト

46 安　藤　慎　悟 吹田市民教室 倉　崎　　　暖 UEDA CLUB 甫　木　元　起 TOSU 鈴　木　飛　来 TOKAI Jr

50 古　市　一　翔 NODA 菅　野　煌　大 ドン．キホーテ 田　窪　剛　共 Matsue 大　畑　秀　斗 東広島

55 井　上　輪太郎 Tiger Kids 有　馬　毅　留 T.K.D 石　坂　陽　典 HASHIMA 赤　坂　和　哉 志賀ジュニア

60 高　林　心　温 滑川 仲　底　航　汰 てだこジュニア 白　鳥　寛　樹 小諸 美斉津　楓　雅 小諸

+65 金　澤　空　大 柏クラブ 宇都宮　快　斗 山中道場 田　邊　　　真 磯工ベアーズ

++65 直　江　重　虎 THUNDER 中　沢　遥　貴 山梨ジュニア

22 荒　川　笑　舞 オビヒロクラブ 富　田　伊央莉 Matsue 松　本　千柚稀 INAGAWA 室　谷　珠　紀 ワカヤマ

24 片　岡　　　優 パラエストラ 山　道　はるか NUMAZU 阿久津　こはる 田島チビレス 小　原　心　花 Fire Boys

26 三　谷　心　乃 パラエストラ 小　川　璃　苑 四日市ジュニア 橋　本　　　葵 リアン 下　田　結　月 高知クラブ

28 小　塚　菜　々 いなべクラブ 宇　土　奏　美 OMURA 中　島　　　直 NISSIN 西　山　　　景 極東

30 谷　内　絵美里 志賀ジュニア 直　井　詩　空 マイスポーツ 坂　井　　　椿 HASHIMA 由　井　詠　葉 京都八幡

33 森　脇　花　乃 舞鶴レスリング 蛯　名　恋　空 RWC 湯　田　　　鈴 田島チビレス 佐　藤　初　音 ３ＲＩＮＧＳ

+33 堀　田　みず希 高岡ジュニア 鈴　木　遥　心 NGJW 西　河　夏　音 寝屋川青少年

++33 本　多　結里菜 ＦＦＣ 石　橋　凜　彩 島原レスリング 中　川　凛　栞 KODAMA

24 江　坂　萌　那 刈谷クラブ 林　田　　　心 jrwcs 恒　久　青　花 ３ＲＩＮＧＳ 辻　　　夢　真 北九州

26 棚　田　紗　雪 茨木レスリング 本　澤　真　澄 OMURA

28 永　谷　優　來 志賀ジュニア 関　戸　香梨奈 TB by SU 小　岩　芽　以 KODAMA 松　田　叶　夢 八戸クラブ

30 小　川　　　舞 TB by SU 内　田　柊　花 舞鶴レスリング 田　中　里　実 松﨑Jr. 吉　野　美　空 PUREBRED

33 野　口　紗　英 オビヒロクラブ 内　野　結　心 島原レスリング 国　重　　　友 徳山 筒　井　　　双 水戸レスリング

36 木　村　美　海 パラエストラ 永　冨　琉　衣 ＡＡＣＣ 山　下　万奈実 Takamatsu CLUB 中　山　木の実 FUKUI

+36 諸　星　日　菜 PUREBRED 岩　崎　美　優 DEVIL'S 今　村　春　那 近藤道場 平　野　蘭季来 佐伯ちびっ子

++36 荻　野　恵　里 ゴールドキッズ 松　山　　　桜 TB by SU 内　田　かりん 上熊本クラブ 湊　　　瑠　菜 AWC

+++36 荻　野　友　里 ゴールドキッズ 舘　下　苺　采 山田クラブ 家　氏　　　真 髙田道場(東京)

27 井　上　いまり 佐久レスリング 鈴　木　彩　加 T-KIDS 齊　藤　虹　心 大畠レスリング

28 池　畑　葉　菜 INAGAWA 武　本　志　音 ENJOY 漆　原　香　心 Takamatsu CLUB 櫻　井　杏　菜 倉吉

30 松　田　幸　々 AMINO 吉　田　七名海 一志ジュニア 大　樫　心　憂 高農クラブ 小　林　優　月 Shingu

33 小　川　凜　佳 四日市ジュニア 蓮　見　真　帆 ひたちなか 竹　元　紫　凛 広島 松　尾　環　那 KASHIMA

36 吉　田　千沙都 一志ジュニア 内　田　颯　夏 舞鶴レスリング 中　嶋　みずき KAIYO 木　宮　静　香 舞鶴レスリング

40 小　野　こなみ KAMO B&G 西　山　　　悠 極東 中　川　颯　栞 KODAMA 坂　井　　　愛 HASHIMA

+40 本　原　理　紗 堺ジュニア 新家谷　和　奏 市川コシティ 吉　田　ロ　ヤ 市川コシティ 森　川　更　紗 NUMAZU

++40 湊　　　莉　菜 AWC 橋　本　百　代 UEDA CLUB 石　川　実　来 MANA 今　野　亜茉音 勲武館道場

29 山　下　更　紗 すくも 村　山　左　都 練馬谷原くらぶ

30 大　井　寿　々 ＦＦＣ 岡　田　夢　生 志賀ジュニア 田　中　　　優 ZUSHI 草　地　美　那 茨木レスリング

33 川　村　百　花 四日市ジュニア 矢　野　楓　奈 吹田市民教室 澤　木　心　愛 Fire Boys 大　舘　美　咲 松山クラブ 

36 尾　西　　　桜 TOSU 河　村　小　町 INAGAWA 鈴　木　彩　音 杉田道場 小　松　咲　桜 磯工ベアーズ

40 坂　根　海琉子 Matsue 赤　坂　美　涼 志賀ジュニア 小　原　春　佳 WAKO 松　田　涼　那 野辺地クラブ

45 ビャンバスレン　ハリウン 一志ジュニア 星　野　レ　イ ＡＡＣＣ 太　田　早也香 WAKO 坂　井　　　桜 HASHIMA

+45 北　出　桃　子 堺ジュニア 滝　田　彩　乃 大子Jr 奥　田　南　桜 柏クラブ 小　灘　真　睦 リアン

++45 藤　本　夏　妃 HASHIMA 竹　中　花　音 TSURUGA 永　冨　　　礼 ＡＡＣＣ 蛯　名　純　嘉 RWC

+++45 中　磯　静　香 Takamatsu CLUB 楠　　　ほのか 吹田市民教室 師　岡　桃　子 北九州
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