
28 橋　本　陽　斗 ゴールドキッズ 宮　本　卓　馬 INAGAWA 川　崎　綜　友 くしまGH 濵　﨑　大　智 OTT

30 古　澤　　　陸 茨木レスリング 依　田　尚　樹 SAKU 井　上　祥太朗 INAGAWA 平　山　勢汰郎 INABE

33 佐　藤　那　都 BRAVE 柴　崎　祢　軌 ＩＷＣ 新　保　威　風 練馬谷原くらぶ 福　井　寧　桜 焼津Jr.

36 ガレダギ　愛千 ＩＷＣ 神　河　勇　吹 リバーサル 加　藤　陸　駆 せきやど 三　谷　栄　心 リバーサル

39 久　保　颯　大 ゴールドキッズ 渡　辺　葵　衣 柏クラブ 森　藤　平　蔵 トイカツ道場 大　山　塁　児 髙田道場

42 和　泉　諒　亮 金沢ジュニア 永　田　聖　魁 Wrestle-Win 高　田　遥　斗 神戸高塚 松　實　大　地 Shingu

46 長谷川　　　蓮 四日市ジュニア 中　上　　　航 山梨ジュニア 金　城　幸　悠 カデナクラブ 水　原　　　朝 ＦＦＣ

50 石　井　巧　真 クリナップ 片　松　幸　誠 Takamatsu CLUB 石　原　羚　亜 美濃加茂 大　田　　　蓮 TB by SU

55 萩　野　貴　大 INABE 吉　田　将　悠 一志ジュニア 松　尾　駿　冴 KASHIMA 杉　原　　　碩 INAGAWA

60 庵　野　桜　暉 堺ジュニア 上　田　悠　生 猛禽屋 阿　部　佑　亮 NEXUS 辻　　　晴　也 北九州

＋65 林　　　絆　斗 AMINO 秋　保　　　光 ゴールドキッズ 増　田　樟二郎 カデナクラブ 松　山　上太郎 TB by SU

30 古　市　せ　ら NODA 佐々木　なつみ KODAMA 下　島　小　歩 コクシカン 鈴　木　菜　花 くしまGH

33 矢　野　朱　莉 トイカツ道場 小　倉　緋　彩 jrwcs 松　山　瑠　花 京都八幡 竹　村　　　萌 すくも

36 友　清　里依咲 ３ＲＩＮＧＳ 丹　羽　冴　月 SUITA 黒　川　花　帆 ＩＷＣ 志　田　野乃美 練馬谷原くらぶ

40 柴田　さくらこ FIVE☆STAR 尻無濵　せ　な Wrestle-Win 笠　本　芽　咲 刈谷クラブ 住　吉　由　衣 上熊本クラブ

44 入　江　　　楓 IKUEI 中　田　琉　愛 SATSUMA 田　島　璃　子 京都八幡 小　林　叶　実 NUMAZU

48 鈴　木　琳　媛 ゼロス 花　井　小　梅 THUNDER 藤　田　　　紫 リバーサル 三　好　優　衣 堺ジュニア

＋48 林　　　美琉子 AMINO 水　上　琥　珀 HAKOBEE 伊　藤　新　菜 NWA 白　砂　萌　珂 AJPW.ｊｒ

30 芝　　　　　拓 HASHIMA 長　尾　栞　汰 jrwcs 石　橋　　　壇 KAMO B&G 齊　藤　陽　葵 大畠レスリング

33 稲　葉　広　人 MATSUDO 久保山　　　朔 焼津Jr. 牛　窓　勝　心 NEXUS 柴　原　颯　太 ＦＦＣ

36 江　間　大　登 LOTUS 郡　　　輝　生 INAGAWA 金　子　蒼　空 ＩＷＣ 楠　瀬　空　詩 極東

39 小　林　志　成 オビヒロクラブ 佐　藤　　　佑 リットウクラブ 山　崎　玄　稀 徳山 佐　藤　　　陽 OSA

42 薬　野　柑　太 LOTUS 日　浦　璃毘兎 越前レスリング 松　原　壮　亮 KAMO B&G 佐　藤　瑛　人 ＡＡＣＣ 

46 友　末　旬　真 ワセクラ 高　塚　旺　介 SUITA 内　海　　　楽 ＡＡＣＣ 星　野　豪　正 まきっず

50 土　肥　利　羽 クレイジービー 本　荘　挑　真 せきやど 永　井　琥一朗 BRAVE 山　田　理　人 INAGAWA

55 齊　藤　巧　将 六機KID'S 本　多　世　宝 NEXUS 森　田　煌　生 Wrestle-Win 永　田　裕　生 Wrestle-Win

60 水　橋　　　毅 MATSUDO 鍋　坂　佳　嗣 Takamatsu CLUB 小　形　晃　奨 フェニックスＣ

65 丸　山　凉　平 ゴールドキッズ 小　室　慶太朗 Wrestle-Win 田　中　蒼　悟 フェニックスＣ 北　原　甲　輝 髙田道場

70 濱　谷　藍　人 SAPPORO 嵐　　　唯　翔 郡山 石　原　楽　大 Takamatsu CLUB 上　妻　莉　碧 宇城アロー

＋70 金　澤　永　和 柏クラブ 山　口　凌次郎 くらしきＪＷＳ 吉　田　信　太 南島原 北　條　敦　也 P.K.W.C

33 内　田　菜　楓 舞鶴レスリング 中　園　和　奏 THUNDER 神　戸　絢　音 トコナメ 野　手　里穂菜 オビヒロクラブ

36 永　谷　梨　愛 志賀ジュニア 西　島　綾　乃 刈谷クラブ 佐々木　未　桜 八戸クラブ 本　名　奏　天 まきっず

40 池　畑　笑　菜 INAGAWA 恒　久　月　花 ３ＲＩＮＧＳ 小　島　怜　紗 SUITA 黒　木　美　咲 P.K.W.C

45 竹　内　菜々子 YJWC 加　藤　百々花 HASHIMA 粟　野　和　夏 市川コシティ 森　　　愛　華 四日市ジュニア

49 保　坂　樹　奈 KODAMA 田　中　愛　莉 YJWC 太　田　明　里 TB by SU 番　家　葉　陽 TOKAI Jr

53 田　中　　　結 Wrestle-Win 平　山　さくら ジョイフル 安　見　　　心 京都八幡 野　原　さくら やんばるクラブ

58 熊　澤　夏　生 オビヒロクラブ 竹　元　蘭　羅 広島 玉　城　春　乃 RISE 真　島　好　花 まきっず

＋58 田　中　凜　香 鹿児島 西　田　あづき FUKUI EMMA 坂　本　早　音 G.G.W.C
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