
№ ク ラ ス 氏 名 フリガナ
学
年

所 属

1 1 　伊藤麻里愛 　イトウマリア 小学５年 　ＡＡＣＣ

2 2 漆原香心 ウルシハラカガミ 小学５年 高松レスリングクラブ

3 3 平田葵 ヒラタアオイ 小学５年 高松レスリングクラブ

4 4 櫻井 杏菜 サクライ アンナ 小学５年 倉吉レスリングクラブ

5 5 井上いまり イノウエイマリ 小学５年 佐久市レスリング教室クラブ

6 6 白濱　彩夏 シラハマ　アヤカ 小学５年 八戸クラブ

7 7 川嶋凛 カワシマリン 小学５年 焼津ジュニア

8 1 小林優月 コバヤシユヅキ 小学５年 新宮ジュニアレスリングクラブ

9 2 志貴　瑠那 シキ　ルナ 小学５年 刈谷レスリングクラブ

10 3 圓山倖羽 マルヤマコハネ 小学５年 マイスポーツ

11 4 吉田　七名海 ヨシダ　ナナミ 小学５年 一志ジュニアレスリング教室

12 5 森野　万葉 モリノ　カズハ 小学５年 沼津学園ジュニアレスリングクラブ

13 6 大井 寿々 オオイスズ 小学６年 フィギュアフォークラブ

14 7 田中優 タナカユウ 小学６年 逗子キッズレスリングクラブ

15 8 西村唯菜 ニシムラユナ 小学５年 焼津ジュニア

16 1 升田夏実 マスダナツミ 小学５年 京都海洋レスリング教室

17 2 大村すず オオムラスズ 小学５年 FRG山梨キッズアカデミー

18 3 青山千夏 アオヤマチナツ 小学６年 修善寺キッドレスリングクリニック

19 4 小川凜佳 オガワリンカ 小学５年 四日市ジュニアレスリングクラブ

20 5 澤木心愛 サワキココア 小学６年 ＦＩＲＥ　ＢＯＹＳ

21 6 寺地藍良 テラジアイラ 小学５年 新宮ジュニアレスリングクラブ

22 7 蓮見　真帆 ハスミ　マホ 小学５年 ひたちなかレスリングクラブ

23 8 藤本　穂華 フジモトホノカ 小学５年 三恵海運（株）レスリング部

24 9 松尾環那 マツオカンナ 小学５年 鹿島レスリングクラブ

25 10 松田　幸々 マツダ　ココ 小学５年 網野町少年レスリング教室

26 11 矢野楓奈 ヤノフウナ 小学６年 吹田市民レスリング教室

27 12 山浦実旺 ヤマウラミオ 小学５年 松戸ジュニアレスリングクラブ

28 13 石切山心智 イシキリヤマミノリ 小学５年 焼津ジュニア

29 1 Jaden Merriam Jaden Merriam 小学６年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

30 2 内田颯夏 ウチダソワカ 小学５年 舞鶴レスリングクラブ

31 3 尾西桜 オニシサクラ 小学６年 鳥栖レスリングクラブ

32 4 粕谷　志乃 カスヤ　シノ 小学５年 刈谷レスリングクラブ

33 5 木宮静香 キミヤシズカ 小学５年 舞鶴レスリングクラブ

34 6 小松咲桜 コマツサラ 小学６年 磯工ベアーズレスリングクラブ

35 7 杉原由実 スギハラユミ 小学５年 修善寺キッドレスリングクリニック

36 8 竹内美保子 タケウチミホコ 小学６年 横須賀ジュニアレスリングクラブ

37 9 中嶋みずき ナカジマミズキ 小学５年 京都海洋レスリング教室

38 10 西岡吟 ニシオカウタ 小学５年 京都海洋レスリング教室

39 11 諸見　真織 モロマオリ 小学５年 フィギュアフォークラブ

40 12 杉山好 スギヤマコノミ 小学６年 焼津ジュニア

41 1 光谷真都 ミツタニシヅ 小学６年 ファイブスター

42 2 今井七彩 イマイナナ 小学６年 マイスポーツ

43 3 大山優夏　 オオヤマユウカ　 小学６年 　ＡＡＣＣ

44 4 小野こなみ オノコナミ 小学５年 加茂B&Gレスリングクラブ

45 5 坂井　愛 サカイ　アイ 小学５年 羽島市レスリング連盟

46 6 土屋　沙和 ツチヤ　サワ 小学６年 沼津レスリングクラブ

キッズ２８㎏級

キッズ３０㎏級

キッズ３３㎏級

キッズ３６㎏級



47 7 山田陽菜 ヤマダヒナ 小学６年 福井レスリングクラブ

48 8 吉田　千沙都 ヨシダ　チサト 小学５年 一志ジュニアレスリング教室

49 9 吉村美玖 ヨシムラミク 小学６年 FUJIモンスターズ

50 10 小原春佳 コバルハルカ 小学６年 WAKOレスリングクラブ

51 11 木井 あいら キイ アイラ 小学６年 倉吉レスリングクラブ

52 12 田中　璃月 タナカ　リヅ 小学６年 KRAZY BEE

53 13 吉田海音 ヨシダミノン 小学５年 Ｋａｎ Ｃｕｌｂ

54 1 森岡結愛 モリオカユア 小学５年 京都海洋レスリング教室

55 2 川﨑菜々紗 カワサキナナサ 小学６年 京都海洋レスリング教室

56 3 坂井　桜 サカイ　サクラ 小学６年 羽島市レスリング連盟

57 4 ビャンバスレン　ハリウン ビャンバスレン　ハリウン 小学６年 一志ジュニアレスリング教室

58 5 藤井　涼花 フジイ　スズカ 小学６年 刈谷レスリングクラブ

59 6 森川　更紗 モリカワ　サラサ 小学５年 沼津レスリングクラブ

60 7 太田早也香 オオタサヤカ 小学６年 WAKOレスリングクラブ

61 8 高橋　叶実 タカハシ　カナミ 小学５年 八戸クラブ

62 9 星野レイ ホシノレイ 小学６年 　ＡＡＣＣ

63 1 小野舞來 オノ　マユキ 小学６年 和北レスリングクラブ

64 2 小灘真睦 コナダシド 小学６年 Lien　wrestling ciub

65 3 滝田彩乃 タキタアヤノ 小学６年 大子ジュニアレスリングクラブ

66 4 中磯静香 ナカイソシズカ 小学６年 高松レスリングクラブ

67 5 永冨礼 ナガトミレイ 小学６年 　ＡＡＣＣ

68 6 藤本　夏妃 フジモト　ナツキ 小学６年 羽島市レスリング連盟

69 7 北出桃子 キタデモモコ 小学６年 堺ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

70 8 竹中花音 タケナカカノン 小学６年 敦賀少年レスリングクラブ

71 9 石川実来 イシカワミク 小学５年 みぶチビッコレスリング教室

72 1 鷲谷海帆 ワシヤミホ 中学１年 滑川ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ

73 2 小幡未羽 オバタミウ 中学１年 芦屋学園

74 3 近藤　楓香 コンドウ　フウカ 中学１年 刈谷レスリングクラブ

75 4 安田 あくる ヤスダ アクル 中学１年 フィギュアフォークラブ

76 5 丸橋 杏 マルハシ アン 中学１年 フィギュアフォークラブ

77 1 植松　夏鈴 ウエマツ　カリン 中学３年 沼津学園ジュニアレスリングクラブ

78 2 品川あずき シナガワアズキ 中学２年 新宮ジュニアレスリングクラブ

79 3 田島　星里 タジマアカリ 中学１年 京都八幡ジュニアレスリングクラブ

80 4 服部　里桜 ハットリ　リオ 中学２年 横浜デビルズ

81 5 原田渚 ハラダナギサ 中学１年 芦屋学園

82 6 眞柄　美和 マガラ ミワ 中学１年 JOCエリートアカデミー

83 7 弓矢紗希 ユミヤサキ 中学１年 いなべレスリングクラブ

84 1 浅倉巧留 アサクラタクル 中学１年 ＴＨＥ パラエストラ

85 2 荒井光月 アライミツキ 中学２年 GOKITA GYM

86 3 安渡桃子 アンドモモコ 中学２年 徳山チビッ子レスリングクラブ

87 4 伊藤未羽 イトウミワ 中学３年 四日市ジュニアレスリングクラブ

88 5 木村彩夏 キムラアヤカ 中学２年 ＴＨＥ パラエストラ

89 6 坂本由宇 サカモトユウ 中学２年 　ＡＡＣＣ

90 7 櫻井　はなの サクライ　ハナノ 中学３年 高知レスリングクラブ

91 8 徳永　珠帆 トクナガ　タマホ 中学２年 刈谷レスリングクラブ

92 9 早水誓来 ハヤミズセイラ 中学１年 四日市ジュニアレスリングクラブ

93 10 細川　あい ホソカワ　アイ 中学３年 網野町少年レスリング教室

キッズ４０㎏級

キッズ４５㎏級

キッズ＋４５㎏級

中学２８～３４㎏級

中学３７㎏級

中学４０㎏級



94 11 田口 刹奈 タグチ セナ 中学１年 フィギュアフォークラブ

95 12 本多 香里菜 ホンダ カリナ 中学１年 フィギュアフォークラブ

96 1 原田　麻由 ハラダ　マユ 中学２年 釜利谷クラブ

97 2 Samara Chavez Samara Chavez 中学３年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

98 3 新井一花 アライイチカ 中学１年 下野サンダーキッズレスリング

99 4 池畑菜々 イケハタナナ 中学１年 芦屋学園

100 5 伊藤　海 イトウ　ウミ 中学３年 網野町少年レスリング教室

101 6 伊藤乃愛 イトウノア 中学３年 四日市ジュニアレスリングクラブ

102 7 江坂　紗那 エザカ　セナ 中学２年 刈谷レスリングクラブ

103 8 清岡　もえ キヨオカ　モエ 中学２年 高知南中学校

104 9 小林潮音 コバヤシシオネ 中学２年 新宮ジュニアレスリングクラブ

105 10 澤田美侑 サワダミユウ 中学１年 日体ジュニアレスリングアカデミー

106 11 志貴　南栄 シキ　ミナエ 中学１年 刈谷レスリングクラブ

107 12 長井美緒 ナガイミオ 中学１年 邑楽ジュニアレスリングクラブ

108 13 中川夏希 ナカガワナツキ 中学２年 新宮ジュニアレスリングクラブ

109 14 中西　美結 ナカニシ　ミユ 中学３年 一志ジュニアレスリング教室

110 15 増田　満里奈 マスダ　マリナ 中学１年 沼津レスリングクラブ

111 16 森川　晴凪 モリカワ　ハルナ 中学１年 一志ジュニアレスリング教室

112 17 山下叶夢 ヤマシタカノン 中学１年 高松北中学校

113 18 米原実穂 ﾖﾈﾊﾗﾐﾉﾘﾎ 中学３年 いなべレスリングクラブ

114 19 金長史栞 カネナガシオリ 中学１年 WAKOレスリングクラブ

115 20 浅野稔理 アサノミノリ 中学１年 逗子キッズレスリングクラブ

116 1 中村成実 ナカムラナルミ 中学３年 高岡ジュニアレスリングクラブ

117 2 Miranda DiBenebetto Miranda DiBenebetto 中学３年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

118 3 相原志織 アイハラシオリ 中学２年 修善寺キッドレスリングクリニック

119 4 厚美　虹子 アツミ　ニコ 中学２年 京都八幡ジュニアレスリングクラブ

120 5 伊藤　渚 イトウ　ナギサ 中学１年 いなべレスリングクラブ

121 6 井上夢美香 イノウエユミカ 中学３年 徳山チビッ子レスリングクラブ

122 7 尾原夏海 オハラナツミ 中学１年 高知市立一宮中学校

123 8 清水星那 シミズセイナ 中学３年 邑楽ジュニアレスリングクラブ

124 9 西田紗織 ニシダサオリ 中学２年 Team.ドン・キホーテ

125 10 袴田ちはや ハカマタチハヤ 中学１年 長泉ファイティングエンジェルス

126 11 長谷川姫花 ハセガワヒメカ 中学１年 堺リベラル中学校

127 12 ビャンバスレン　フウラン ビャンバスレン　フウラン 中学１年 一志ジュニアレスリング教室

128 13 平野夏帆 ヒラノナツホ 中学３年 　ＡＡＣＣ

129 14 藤波朱理 フジナミアカリ 中学２年 いなべレスリングクラブ

130 15 藤巻美紀 フジマキミキ 中学３年 修善寺キッドレスリングクリニック

131 16 増川明利 マスカワアカリ 中学３年 ＴＨＥ パラエストラ

132 17 増田　樹里 マスダ　ジュリ 中学２年 沼津レスリングクラブ

133 18 茂呂綾乃 モロアヤノ 中学１年 　ＡＡＣＣ

134 19 山口　愛樺 ヤマグチ　マナカ 中学２年 浅川中学校（自由ヶ丘レスリングクラブ）

135 20 山田　朱乃 ヤマダ　アヤノ 中学２年 おおたスポーツアカデミー

136 21 山田亜優香 ヤマダアユカ 中学２年 福井レスリングクラブ

137 22 山内花音 ヤマノウチカノン 中学２年 堺リベラル中学校

138 23 浦田明歩 ウラタアキホ 中学１年 WAKOレスリングクラブ

139 24 五味　音々 ゴミ　ネオン 中学３年 山梨ジュニア

140 25 山口夏月 ヤマグチナツキ 中学２年 WAKOレスリングクラブ

141 26 柴田あおい シバタアオイ 中学１年 ファイブスター

中学４８㎏級

中学４４㎏級



142 27 上川　真実 カミカワ　マナミ 中学３年 八戸クラブ

143 1 Lea Bivins Lea Bivins 中学３年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

144 2 浅井紅吏 アサイアカリ 中学２年 ｾﾞﾝﾄ-ﾀﾙﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

145 3 浅野　羽菜 アサノ　ハナ 中学１年 刈谷レスリングクラブ

146 4 大高　彩花 オオタカ　アヤカ 中学２年 水戸市レスリングクラブ

147 5 尾﨑野乃香 オザキノノカ 中学３年 成城学園中学校

148 6 桑原　梨緒 クワバラ　リオ 中学３年 おおたスポーツアカデミー

149 7 土井　杏莉 ドイ　アンリ 中学２年 網野町少年レスリング教室

150 8 松山楓 マツヤマカエデ 中学１年 TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.

151 9 山内奏美 ヤマノウチカナミ 中学２年 堺リベラル中学校

152 10 内田奈佑 ウチダナユ 中学３年 一宮レスリングクラブ

153 11 加藤綺華 カトウアヤカ 中学１年 Ｋａｎ Ｃｕｌｂ

154 1 Haylie Gumpfer Haylie Gumpfer 中学２年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

155 2 Mia Macaluso Mia Macaluso 中学３年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

156 3 Valeria Ceja Valeria Ceja 中学２年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

157 4 石井　亜海 イシイ　アミ 中学３年 おおたスポーツアカデミー

158 5 小灘真愛 コナダマア 中学２年 Lien　wrestling ciub

159 6 惣﨑優音 ソウザキユウネ 中学３年 長泉ファイティングエンジェルス

160 7 千葉宇留 チバウル 中学３年 修善寺キッドレスリングクリニック

161 8 根本星来 ネモトセイラ 中学３年 TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.

162 9 野﨑咲良 ノザキサクラ 中学２年 四日市ジュニアレスリングクラブ

163 10 藤倉優花 フジクラユウカ 中学２年 邑楽ジュニアレスリングクラブ

164 11 牧吉　夏南 マキヨシ　カナン 中学２年 刈谷レスリングクラブ

165 12 溝渕星音 ミゾブチアカネ 中学３年 高知市立一宮中学校

166 13 持永聖愛 モチナガセイア 中学１年 堺リベラル中学校

167 14 山田葵 ヤマダアオイ 中学３年 芦屋学園

168 15 高橋　にいな ﾀｶﾊｼ　ﾆｲﾅ 中学１年 山梨ジュニア

169 16 屶網瑠夏 ナタミルカ 中学３年 エンジョイレスリングクラブ

170 1 Jourdan Gumpfer Jourdan Gumpfer 中学２年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

171 2 石田千尋 イシダチヒロ 中学３年 斑鳩レスリングクラブ

172 3 駒田　真琴 コマダ　マコト 中学１年 沼津レスリングクラブ

173 4 高巣菜々葉 タカスナナハ 中学１年 吹田市民レスリング教室

174 5 寺本　鈴 テラモト　リン 中学３年 四日市ジュニアレスリングクラブ

175 6 万木蓮花 ユルギレンカ 中学２年 堺リベラル中学校

176 1 Phoebe Grabowski Phoebe Grabowski 中学２年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

177 2 山本　和佳 ヤマモトノドカ 中学３年 一志ジュニアレスリング教室

178 3 新倉すみれ ニイクラスミレ 中学３年 横須賀ジュニアレスリングクラブ

179 1 井上実奈梨 イノウエミナリ 高校２年 熊本県立北稜高等学校

180 2 植野　麻奈美 ウエノ　マナミ 高校３年 網野高等学校

181 3 植野晏奈 ウエノアンナ 高校１年 香ヶ丘リベルテ高等学校

182 4 岡　幸歩 オカ　ユキホ 高校１年 鹿島学園高等学校

183 5 岡林花乃 オカバヤシカノ 高校１年 高知東高校

184 6 笠井梨瑚 カサイリコ 高校１年 芦屋学園

185 7 片岡梨乃 カタオカリノ 高校１年 日本体育大学柏高等学校

186 8 川井　千晶 カワイ　チアキ 高校１年 日体桜華高等学校

187 9 小坂歩未 コサカアユミ 高校２年 高山西高等学校

188 10 櫻井　つぐみ サクライ　ツグミ 高校１年 高知南高校

189 11 清水　美海 シミズ　ミウ 高校２年 網野高等学校

中学５２㎏級

中学５７㎏級

中学６２㎏級

中学７０㎏級



190 12 戸ヶ﨑桃香 トガサキモモカ 高校２年 館林商工高等学校

191 13 永尾さくら ナガオサクラ 高校３年 高知東高校

192 14 八田桃華 ハッタモモカ 高校２年 小諸高等学校

193 15 平田彩夏 ヒラタサヤカ 高校３年 福岡県立三井高等学校

194 16 堀山　ほのか ホリヤマ　ホノカ 高校２年 豊浦高校

195 17 水谷瑞月 ミズタニミズキ 高校１年 日星高等学校

196 18 宮原乙葉 ミヤハラオトハ 高校２年 太田市立太田高等学校

197 19 山﨑　美月 ヤマサキ　ミヅキ 高校２年 山口鴻城高校

198 20 横山心音 ヨコヤマココネ 高校１年 岡豊高校

199 21 吉澤瞳 ヨシザワヒトミ 高校３年 八海高校

200 22 小田切　結 オダギリ　ユイ 高校１年 山梨県立農林高等学校

201 23 下野佑実 シモノユミ 高校２年 京都府立海洋高等学校

202 24 嶋田英莉 シマダエリ 高校１年 京都府立海洋高等学校

203 1 Kristina Merriam Kristina Merriam 高校１年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

204 2 内山結愛 ウチヤマユア 高校２年 霞ヶ浦高等学校

205 3 大崎結衣 オオサキユイ 高校１年 高知東高校

206 4 大谷彩歌 オオタニアヤカ 高校１年 香ヶ丘リベルテ高等学校

207 5 太田優香 オオタユウカ 高校２年 八戸工業大学第一高等学校

208 6 大柳天希 オオヤナギアキ 高校１年 須磨翔風高校

209 7 小川玲奈 オガワレナ 高校１年 日本体育大学柏高等学校

210 8 木井たから キイタカラ 高校２年 香ヶ丘リベルテ高等学校

211 9 髙橋美友 タカハシミユ 高校１年 館林商工高等学校

212 10 田村　生吹 タムラ　イブキ 高校２年 網野高等学校

213 11 新倉　沙希 ニイクラ　サキ 高校１年 神奈川県立横浜清陵高等学校

214 12 橋爪麗華 ハシヅメレイカ 高校３年 関東学園大学附属高等学校

215 13 平川未夢 ヒラカワミユ 高校２年 福岡県立三井高等学校

216 14 真栄田　美梨 マエダ　ミリ 高校２年 北部農林高等学校

217 15 本田原　鈴 モトダハラ　リン 高校１年 日本工業大学駒場高校

218 16 諸江里紗 モロエリサ 高校３年 福岡県立三井高等学校

219 17 吉岡紗希 ヨシオカサキ 高校２年 いなべレスリングクラブ

220 18 吉澤　美咲 ヨシザワ　ミサキ 高校２年 鹿島学園高等学校

221 19 吉成乃亜 ヨシナリノア 高校１年 日本大学藤沢高等学校

222 20 伊藤希 イトウノゾミ 高校２年 島原高等学校

223 21 掛川　来里砂 カケガワラリサ 高校２年 山口県立田布施農工高等学校

224 22 見目天音 ケンモクアマネ 高校１年 富岡実業高校

225 23 高木　愛美 タカギ　アイミ 高校１年 樟南高校

226 1 今井佑海 イマイウミ 高校２年 京都府立海洋高等学校

227 2 Desinee Lopez Desinee Lopez 高校１年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

228 3 Trina Nguyen Trina Nguyen 高校３年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

229 4 一戸優菜 イチノヘユウナ 高校２年 いなべレスリングクラブ

230 5 市原 李華 イチハラ リカ 高校３年 香川県立香川中央高等学校

231 6 岩渕　桃香 イワブチ　モモカ 高校３年 自由ケ丘高等学校

232 7 上野百合香 ウエノユリカ 高校２年 霞ヶ浦高等学校

233 8 太田若那 オオタワカナ 高校２年 安部学院高等学校

234 9 大槌さくら オオヅチサクラ 高校１年 種市高校

235 10 大橋海寛 オオハシミチカ 高校１年 至学館高校

236 11 菊田花 キクタハナ 高校１年 霞ヶ浦高等学校

237 12 櫻井菜々 サクライナナ 高校２年 鳥栖工業高校

高校３８～４６㎏
級

高校４９㎏級



238 13 篠原七海 シノハラナナミ 高校３年 福岡県立三井高等学校

239 14 正理みやび ショウリミヤビ 高校３年 金沢北陵高校

240 15 塚本　かおり ツカモト　カオリ 高校３年 日本工業大学駒場高校

241 16 徳原姫花 トクハラヒメカ 高校１年 高知東高校

242 17 梨木陽 ナシキノドカ 高校３年 福井農林高校

243 18 橋本琉那 ハシモトルナ 高校１年 徳山チビッ子レスリングクラブ

244 19 長谷川華子 ハセガワカコ 高校２年 安部学院高等学校

245 20 堀内真瑚 ホリウチマコ 高校１年 小諸高等学校

246 21 松村美憂 マツムラミユウ 高校１年 市立伊丹

247 22 丸田　紗加 マルタ　サヤカ 高校２年 釜利谷高等学校

248 23 宮原初花 ミヤハラウイカ 高校３年 太田市立太田高等学校

249 24 三輪柚奈 ミワユズナ 高校２年 和歌山北高校

250 25 吉田りりあ ヨシダリリア 高校２年 八戸工業高等学校

251 26 干臺　寧々 ひだいねね 高校２年 稲取高校

252 27 中井　梨花 ナカイ　リンカ 高校３年 樟南高校

253 28 南　千宙 ミナミ　チヒロ 高校３年 福岡県立東鷹高等学校

254 1 小倉成海 オグラナルミ 高校３年 京都府立海洋高等学校

255 2 角尾七海 カクオナナミ 高校２年 京都府立海洋高等学校

256 3 吉武まひろ ヨシタケマヒロ 高校１年 島原高等学校

257 4 Kadan Campbell Kadan Campbell 高校２年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

258 5 有澤寧々 アリサワネネ 高校２年 滑川高等学校

259 6 稲垣柚香 イナガキユズカ 高校１年 至学館高校

260 7 河越未来 カワゴエミク 高校３年 市立伊丹

261 8 小石亜紀 コイシアキ 高校２年 小倉商業高校

262 9 近藤　凜 コンドウ　リン 高校２年 高知南高校

263 10 佐々木花恋 ササキカレン 高校１年 安部学院高等学校

264 11 清野　優奈 セイノ　ユウナ 高校２年 神奈川県立横浜清陵高等学校

265 12 高橋南海 タカハシナミ 高校２年 種市高校

266 13 竹下葵 タケシタアオイ 高校１年 至学館高校

267 14 長澤　梨都子 ナガサワ　リツコ 高校２年 山口鴻城高校

268 15 永本聖奈 ナガモトセナ 高校２年 至学館高校

269 16 福井紀夏 フクイノリカ 高校１年 芦屋学園

270 17 保永　愛 ヤスナガ　アイ 高校１年 豊浦高校

271 18 本荘美菜 ホンジョウミナ 高校１年 館林商工高等学校

272 19 宮野　夕渚 ミヤノ　ユナ 高校１年 釜利谷高等学校

273 20 吉岡まゆ ヨシオカマユ 高校２年 八戸工業高等学校

274 21 吉岡恵莉菜 ヨシオカエリナ 高校１年 柳井学園高等学校

275 22 吉柴未彩輝 ヨシバミサキ 高校２年 安部学院高等学校

276 23 渡邊日南子 ワタナベヒナコ 高校３年 八海高校

277 24 山城　亜巳 やましろあみ 高校２年 稲取高校

278 25 永井　美凪 ナガイミナギ 高校２年 樟南高校

279 1 Danielle Garner Danielle Garner 高校１年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

280 2 青野　南美 アオノ　ミナミ 高校２年 豊浦高校

281 3 小関　桃代 オゼキ　モモヨ 高校１年 大垣工業高等学校

282 4 河内沙樹 カワウチサキ 高校３年 香ヶ丘リベルテ高等学校

283 5 小泉日菜 コイズミヒナ 高校１年 種市高校

284 6 小玉彩天奈 コダマアテナ 高校３年 高知東高校

285 7 鈴木　渚紗 　スズキ　ナギサ 高校１年 日体桜華高等学校

高校５２㎏級

高校５６㎏級



286 8 高山凛子 タカヤマリコ 高校１年 至学館高校

287 9 出口海優 デグチミユ 高校２年 若狭東高校

288 10 永沼尚子 ナガヌマナオコ 高校３年 小倉商業高校

289 11 武藤　千奈恵 ムトウ　チナエ 高校１年 日本工業大学駒場高校

290 12 山口絵瑠萌 ヤマグチエルモ 高校３年 安部学院高等学校

291 13 吉川かりん ヨシカワカリン 高校１年 熊本県立北稜高等学校

292 14 吉田　マルガリータ ヨシダ　マルガリータ 高校２年 鹿島学園高等学校

293 15 類家直美 ルイケナオミ 高校２年 至学館高校

294 16 渡邊　依紗季 ワタナベ　イサキ 高校３年 添上高校

295 17 山路　さくら ヤマジ　サクラ 高校１年 樟南高校

296 18 川﨑　日和子 カワサキヒナコ 高校２年 樟南高校

297 1 Kylaia Efhan Kylaia Efhan 高校３年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

298 2 大関永優美 オオゼキナユミ 高校２年 安部学院高等学校

299 3 荻野夏美 オギノナツミ 高校２年 群馬県立西邑楽高等学校

300 4 小田梨英瑠 オダリエル 高校１年 館林商工高等学校

301 5 中井ほのか ナカイホノカ 高校１年 至学館高校

302 6 濵中　成美 ハマナカ　ナルミ 高校３年 山口鴻城高校

303 7 伏部内まこ フシベナイマコ 高校２年 種市高校

304 8 坂本捺菜 サカモトナナ 高校２年 富岡実業高校

305 9 山口　亜優実 ヤマグチアユミ 高校１年 樟南高校

306 10 上野　麻桜 ウエノマオ 高校２年 樟南高校

307 11 川島　実奈 カワシマ　ミナ 高校１年 樟南高校

308 1 Vanessa Ceja Vanessa Ceja 高校２年 ｱﾒﾘｶﾝ金太郎ﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ

309 2 鏡　優翔 カガミ　ユウカ 高校１年 JOCエリートアカデミー/帝京高校

310 3 小林奏音 コバヤシカノン 高校２年 太田市立太田高等学校

311 4 鈴木　華恋 スズキ　カレン 高校３年 宮古商業

312 5 長島水城 ナガシマミズキ 高校１年 安部学院高等学校

313 6 福島宇美 フクシマウミ 高校３年 安部学院高等学校

314 7 水島京香 ミズシマキョウカ 高校２年 滑川高等学校

315 8 宮道　りん ミヤジ　リン 高校２年 今治工業高校

316 9 モロヤサシャ モロヤサシャ 高校３年 関東学園大学附属高等学校

317 10 菊屋真紀 キクヤマキ 高校３年 東洋大学附属牛久高校

318 1 大高梨紗 オオタカリサ 大学２年 至学館大学

319 2 岡本佳子 オカモトカコ 大学３年 日本体育大学

320 3 加賀田　葵夏 カガタ　キカ 大学２年 青山学院大学

321 4 佐藤雛子 サトウヒナコ 大学１年 法政大学

322 5 澤田　千優 サワダ　チヒロ 大学２年 青山学院大学

323 6 須崎麻衣 スサキマイ 大学４年 早稲田大学

324 7 田口あい タグチアイ 大学２年 日本体育大学

325 8 田辺優貴 タナベユキ 大学４年 同志社大学レスリング部

326 9 中村未優 ナカムラミユウ 大学１年 専修大学

327 10 持田真希 モチダマキ 大学１年 国士舘大学

328 11 藤澤瑠美 フジサワルミ 大学１年 九州女子大学

329 12 入江ゆき イリエユキ 社会人 自衛隊体育学校

330 1 OH　HYUN YOUNG オ　ヒョニョン 社会人 儒城区庁

331 2 内城朝葉 ウチジョウトモハ 大学２年 至学館大学

332 3 片桐左智 カタギリサチ 社会人 MED Communications

333 4 木井さくら キイサクラ 大学１年 環太平洋大学

シニア（大学生を含
む）４８㎏級
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334 5 小西桂 コニシカツラ 大学３年 至学館大学

335 6 田中　亜里沙 タナカ　アリサ 社会人 京都八幡高校　教員

336 7 谷山菜緒 タニヤマナオ 大学２年 法政大学

337 8 登坂絵莉 トウサカエリ 社会人 東新住建

338 9 東川加奈 ヒガシカワカナ 大学１年 至学館大学

339 10 樋口耀 ヒグチヒカリ 大学１年 日本体育大学

340 11 三浦美優 ミウラミユ 大学３年 環太平洋大学

341 12 吉田柚夏 ヨシダユズカ 大学２年 日本体育大学

342 13 與那嶺優里 ヨナミネユウリ 大学３年 日本文理大学

343 14 堀千咲 ホリチサキ 大学１年 東洋大学

344 1 石森美月 イシモリミヅキ 大学１年 法政大学

345 2 臼池優月 ウスイケユツキ 大学１年 早稲田大学

346 3 奥野春菜 オクノハルナ 大学１年 至学館大学

347 4 輿水ゆめみ コシミズユメミ 大学３年 神奈川大学

348 5 小西利佳 コニシリカ 大学２年 専修大学

349 6 齋藤遥花 サイトウハルカ 大学２年 神奈川大学

350 7 佐々木　なつみ ササキ　ナツミ 大学４年 青山学院大学

351 8 田南部　夢叶 タナベユメカ 高校３年 帝京高等学校

352 9 徳井綾香 トクイアヤカ 大学４年 環太平洋大学

353 10 橋本尚子 ハシモトショウコ 社会人 一心館六甲アイランド

354 11 花田彩乃 ハナダアヤノ 大学４年 環太平洋大学

355 12 水口瑠子 ミズグチリコ 大学１年 日本体育大学

356 13 守田明日香 モリタアスカ 大学２年 環太平洋大学

357 14 酒井美沙紀 サカイミサキ 社会人 自衛隊体育学校

358 15 平田菜々子 ヒラタナナコ 大学１年 九州女子大学

359 1 永石美智 ナガイシミチ 社会人 島原高等学校

360 2 CHOI YEON WOO チェ　ヨヌ 社会人 儒城区庁

361 3 HONG HYANG RAE ホン　ヒャンレ 社会人 儒城区庁

362 4 朝野新菜 アサノニイナ 大学４年 福岡大学レスリング部

363 5 岩崎　理栄 イワサキ　リエ 大学３年 青山学院大学

364 6 亀川華佳 カメガワハルカ 大学３年 九州共立大学

365 7 金原香澄 キンバラカスミ 大学２年 日本体育大学

366 8 小林奏音 コバヤシカナネ 大学３年 早稲田大学

367 9 今佑海 コンユウミ 大学３年 日本大学

368 10 澤葉菜子 サワハナコ 大学１年 至学館大学

369 11 南條　早映 ナンジョウ　サエ 高校３年 JOCエリートアカデミー/安部学院高校

370 12 早見　なつみ ハヤミナツミ 社会人 小倉商業高校教員

371 13 樋口美賀子 ヒグチミカコ 大学４年 環太平洋大学

372 14 廣瀬　瑠実 ヒロセ　ルミ 大学４年 青山学院大学

373 15 宮田理菜 ミヤタリナ 大学４年 法政大学

374 16 八木橋万葉 ヤギハシマヨ 大学２年 環太平洋大学

375 17 西村晴香 ニシムラハルカ 大学４年 関西大学

376 18 浜田千穂 ハマダチホ 社会人 キッコーマン株式会社

377 19 望月芙早乃 モチヅキフサノ 社会人 自衛隊体育学校

378 1 石田千晃 イシダチアキ 大学２年 同志社大学レスリング部

379 2 今川朋乃伽 イマガワホノカ 大学２年 日本体育大学

380 3 岩澤希羽 イワサワキワ 大学１年 至学館大学

381 4 江上愛莉沙 エガミアリサ 大学３年 環太平洋大学

シニア（大学生を含
む）５３㎏級

シニア（大学生を含
む）５５㎏級

シニア（大学生を含
む）５８㎏級

シニア（大学生を含



382 5 香山芳美 カヤマヨシミ 大学４年 早稲田大学

383 6 葛谷美瑠 クズヤミル 大学１年 日本体育大学

384 7 藤岡杏実 フジオカアミ 大学２年 環太平洋大学

385 8 三浦由起子 ミウラユキコ 大学４年 法政大学

386 9 飯塚みなみ イイヅカミナミ 大学３年 大東文化

387 1 HEO JEONG IN ホ　ジョンイン 社会人 儒城区庁

388 2 荒井　香帆 アライ　カホ 大学１年 青山学院大学

389 3 今井栞海 イマイシオミ 大学３年 同志社大学レスリング部

390 4 榎本美鈴 エノモトミスズ 大学２年 環太平洋大学

391 5 川井友香子 カワイユカコ 大学２年 至学館大学

392 6 栄希和 サカエキワ 社会人 ジェイテクト

393 7 関下由希 セキシタユキ 大学２年 福岡大学レスリング部

394 8 中田絵理子 ナカタエリコ 社会人 京都クラブ

395 9 矢後愛佳 ヤゴアイカ 大学２年 日本大学

396 10 屋比久すず ヤビクｽｽﾞ 大学２年 国士舘大学

397 11 佐藤喜歌 サトウハルカ 社会人 自衛隊体育学校

398 12 三輪奏歩 ミワカナホ 大学１年 東洋大学

399 1 鈴木芽衣 スズキメイ 大学２年 東洋大学

400 2 JEONG EUN SUN チョン　ウンソン 社会人 儒城区庁

401 3 上原榛奈 ウエハラハルナ 社会人 株式会社ハイパー

402 4 亀井彩 カメイアヤ 大学３年 法政大学

403 5 河内美樹 カワウチミキ 大学２年 日本体育大学

404 6 木村　夕貴 キムラ　ユキ 大学２年 青山学院大学

405 7 小林沙也加 コバヤシサヤカ 社会人 猪名川高等学校

406 8 高橋寿奈 タカハシジュナ 大学３年 日本大学

407 9 早川まい ハヤカワマイ 大学１年 至学館大学

408 10 増山汐音 マスヤマシオン 大学１年 環太平洋大学

409 11 森川美和 モリカワミワ 高校３年 安部学院高等学校

410 1 KIM SO LEE キム　ソリ 社会人 儒城区庁

411 2 小松佑寧 コマツユネ 大学１年 法政大学

412 3 齋藤未来 サイトウミク 大学２年 日本文理大学

413 4 進藤芽伊 シンドウメイ 大学１年 日本体育大学

414 5 土橋奏珠 ドバシカナミ 大学３年 至学館大学

415 6 阿部梨乃 アベリノ 社会人 自衛隊体育学校

シニア（大学生を含
む）７５㎏級

シニア（大学生を含
む）６０㎏級

シニア（大学生を含
む）６３㎏級

シニア（大学生を含
む）６９㎏級


