
NO 階級 登録番号 氏名 フリガナ 県 所属 学年
1 29Kg〜33Kg JWF22-00144 神⼾ 絢⾳ カンベ アヤネ 愛知県 常滑市レスリング教室 中学1年
2 29Kg〜33Kg JWF22-00007 中⻄ 杏 ナカニシ アン 三重県 桑名レスリングクラブ 中学2年
3 29Kg〜33Kg JWF22-01593 野手 里穂菜 ノテ リホナ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学1年
4 36Kg JWF22-00945 入江 友惟 イリエ ユイ 福岡県 北九州レスリングクラブ 中学3年
5 36Kg JWF22-00951 入江 俐心 イリエ リコ 福岡県 北九州レスリングクラブ 中学1年
6 36Kg JWF22-02418 佐々木 ひまり ササキ ヒマリ 石川県 金沢ジュニアレスリングクラブ 中学2年
7 36Kg JWF22-04405 千田 愛穏 チダ アスナ 岩手県 Uovodro盛岡レスリングクラブ 中学2年
8 36Kg JWF22-00751 岩崎 うみ イワサキ ウミ 神奈川県 TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV. 中学1年
9 36Kg JWF22-04546 佐々木 未桜 ササキ ミオ ⻘森県 ⼋⼾クラブ 中学1年
10 36Kg JWF22-04547 田中 希実 タナカ ノゾミ ⻘森県 ⼋⼾クラブ 中学1年
11 36Kg JWF22-02115 榊原 真貴 サカキハラ マキ 三重県 松阪レスリングクラブ 中学2年
12 36Kg JWF22-02612 河野 桜子 カワノ サクラコ 宮崎県 Wellness  Kids 都城レスリングクラブ 中学1年
13 36Kg JWF22-00161 中園 和奏 ナカゾノ ワカナ 埼玉県 下野サンダーキッズレスリングクラブ 中学1年
14 36Kg JWF22-01828 梅川 紅果 ウメカワ モナカ 愛知県 愛知県名古屋市立滝ノ水中学校 中学1年
15 36Kg JWF22-01555 本名 奏天 ホンナ カナデ 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学1年
16 36Kg JWF22-04998 猪俣 優月 イノマタ ユヅキ 静岡県 焼津リトルファイターズ 中学1年
17 39Kg JWF22-00856 小島 怜紗 コジマ レイサ 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学1年
18 39Kg JWF22-00034 阿久津 こはる アクツ コハル 福島県 福島県立ふたば未来学園中学校 中学2年
19 39Kg JWF22-01948 山本 はるあ ヤマモト ハルア 静岡県 東伊豆ジュニアレスリング 中学2年
20 39Kg JWF22-00382 山田 仁菜 ヤマダ ニナ 京都府 宮津市立栗田中学校 中学2年
21 39Kg JWF22-01962 小原 心花 オバラ ココハ 神奈川県 FIREBOYS 中学2年
22 39Kg JWF22-02281 浅川 凛 アサカワ リン ⻑野県 佐久市レスリング教室クラブ 中学2年
23 39Kg JWF22-01140 永谷 梨愛 ナガタニ リイ 石川県 志賀町ジュニアレスリング教室 中学1年
24 39Kg JＷF22ｰ00239 松本 千柚稀 マツモト チユキ 兵庫県 芦屋学園 中学2年
25 39Kg JWF22-00099 木村 椿 キムラ ツバキ 香川県 香川県立高松北中学校 中学1年
26 39Kg JWF22-01224 江坂 萌那 エザカ モナ 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学3年
27 39Kg JWF22-00499 東 海良 ヒガシ ミラ 埼玉県 フェニックスクラブ 中学1年
28 39Kg JWF22-01984 本間 あみ ホンマ アミ 群馬県 邑楽ジュニアレスリングクラブ 中学1年
29 39Kg JWF22-01589 荒川 笑舞 アラカワ エマ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学2年
30 39Kg JWF22-03859 井田 彩夏 イダ サヤカ 岐阜県 マイスポーツハウス 中学1年
31 39Kg JWF22-00598 寳嶋 栞那 タカラジマ カンナ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学1年
32 39Kg JWF22-01440 内田 菜楓 ウチダ サイカ 京都府 舞鶴レスリングクラブ 中学1年
33 42Kg JWF-000242 吉田 梨緒菜 ヨシダ リオナ 三重県 一志ジュニアレスリング教室 中学1年
34 42Kg JWF22-00299 惣﨑 希夏 ソウザキ ノノカ 静岡県 ⻑泉ファイティングエンジェルス 中学3年
35 42Kg JWF22-01219 ⻄島 綾乃 ニシジマ アヤノ 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学1年
36 42Kg JWF22-03058 足立 莉子 アダチ リコ 愛知県 一宮レスリングクラブ 中学2年
37 42Kg JWF22-01963 加藤 あん カトウ アン 神奈川県 FIREBOYS 中学1年
38 42Kg JWF22-01983 萩本 浬愛 ハギモト リア 群馬県 邑楽ジュニアレスリングクラブ 中学1年
39 42Kg JWF22-01558 横山 けいと ヨコヤマ ケイト 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学1年
40 42Kg JWF22-01849 角本 明日香 カクモト アスカ 埼玉県 日本工業大学駒場中学校 中学2年
41 42Kg JWF22-04513 宮田 芽依 ミヤタ メイ 広島県 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 中学1年
42 42Kg JWF22-00519 清水 陽菜璃 シミズ ヒナリ 茨城県 霞ヶ浦レスリングクラブ 中学3年
43 42Kg JWF22-00180 竹内 菜々子 タケウチ ナナコ 神奈川県 横須賀ジュニアレスリングクラブ 中学1年
44 42Kg JWF22-00461 荒木 優花 アラキ ユウカ 北海道 札幌レスリングクラブ 中学1年
45 42Kg JWF22-02625 国重 心 クニシゲ シン 山口県 周南市立富田中学校 中学1年
46 42Kg JWF22-00264 恒久 月花 ツネヒサ ルナ 福岡県 3RINGSレスリングスポーツ少年団 中学1年
47 42Kg JWF22-00539 勝目 結羽 カツメ ユウ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学2年
48 42Kg JWF22-01977 森野 千穂 モリノ チホ 静岡県 沼津学園ジュニアレスリングクラブ 中学2年
49 42Kg JWF22-01807 日向 玲奈 ヒナタ レイナ 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学2年
50 42Kg JWF22-01441 堂田 一葉 ドウダ イチハ 京都府 舞鶴レスリングクラブ 中学1年
51 42Kg JWF22-00449 橋本 菜央 ハシモト ナオ 静岡県 焼津市立小川中学校 中学1年
52 42Kg JWF22-02168 神谷 朱⾳ カミヤ アカネ 茨城県 取手レスリングクラブ 中学1年
53 46Kg JWF22-00950 湯朝 みちる ユアサ ミチル 福岡県 北九州レスリングクラブ 中学1年
54 46Kg JWF22-00383 森本 ⾳羽 モリモト トワ 京都府 京丹後市立久美浜中学校 中学1年
55 46Kg JWF22-00237 棚田 紗雪 タナダ サユキ 大阪府 芦屋学園 中学3年
56 46Kg JWF22-00072 池畑 笑菜 イケハタ エナ 兵庫県 芦屋学園 中学1年
57 46Kg JWF22-01790 成田 莉菜 ナリタ リナ ⻘森県 レスリングチーム⻘森クラブジュニア 中学1年
58 46Kg JWF22-00606 小塚 菜々 コヅカ ナナ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学2年
59 46Kg JWF22-01099 渡邊 ひさき ワタナベ ヒサキ 神奈川県 HAKOBEE SPORTS TOKYO 中学3年
60 46Kg JWF22-00748 関⼾ 香梨奈 セキド カリナ 神奈川県 TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV. 中学3年
61 46Kg JWF22-02714 宮田 葵 ミヤタ アオイ 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学1年
62 46Kg JWF22-01017 片岡 優 カタオカ ユウ 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学2年
63 46Kg JWF22-00423 金山 來実 カナヤマ クルミ 三重県 四日市市立港中学校 中学2年
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64 46Kg JWF22-02346 森 愛華 モリ マナカ 三重県 四日市ジュニアレスリングクラブ 中学1年
65 46Kg JWF22-01518 石尾 愛來 イシオ アネラ 福島県 郡山レスリングクラブ 中学1年
66 46Kg JWF22-02549 佐久間 そら サクマ ソラ 愛知県 名古屋市立浄心中学校 中学1年
67 46Kg JWF22-01782 加藤 空 カトウ ソラ 千葉県 野田市立第一中学校 中学2年
68 46Kg JWF22-04822 巴 絢春 トモエ アヤカ 東京都 FIREBOYS 中学2年
69 46Kg JWF22-00176 大矢 華乃 オオヤ ハナノ 神奈川県 横須賀ジュニアレスリングクラブ 中学2年
70 46Kg JWF22-00181 田中 愛莉 タナカ アイリ 神奈川県 横須賀ジュニアレスリングクラブ 中学1年
71 46Kg JWF22-01915 堀川 奈那 ホリカワ ナナ 神奈川県 本田多聞レスリングスクール 中学1年
72 46Kg JWF22-03978 仁多 弘子 ニタ ヒロコ 福岡県 高田道場福岡やずやキッズクラブ 中学1年
73 46Kg JWF22-00263 恒久 ⻘花 ツネヒサ セナ 福岡県 3RINGSレスリングスポーツ少年団 中学3年
74 46Kg JWF22-00833 小山内 陽依 オサナイ ヒヨリ 埼玉県 埼玉栄中学校 中学2年
75 46Kg JWF22-01806 小岩 芽以 コイワ メイ 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学3年
76 46Kg JWF22-02163 宮部 ひなた ミヤベ ヒナタ 茨城県 取手レスリングクラブ 中学2年
77 46Kg JWF22-04187 由井 詠葉 ユイ ウタハ 京都府 京都⼋幡ジュニアレスリングクラブ 中学2年
78 46Kg JWF22-02036 高階 悠乃 タカシナ ヒサノ 東京都 フィギュアフォークラブ 中学1年
79 50Kg JWF22-00042 内野 結心 ウチノ ユミ ⻑崎県 島原レスリングスクール 中学3年
80 50Kg JWF22-00036 保坂 樹奈 ホサカ ジュナ 福島県 福島県立ふたば未来学園中学校 中学1年
81 50Kg JWF22-01854 岩崎 梅乃 イワザキ ウノ 東京都 KURIMORI FILM 中学1年
82 50Kg JWF22-01139 谷内 絵美里 ヤチ エミリ 石川県 志賀町ジュニアレスリング教室 中学2年
83 50Kg JWF22-01019 三谷 心乃 ミタニ ココノ 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学2年
84 50Kg JWF22-01965 山内 悠妃 ヤマウチ ユキ 神奈川県 FIREBOYS 中学3年
85 50Kg JWF22-00858 中陳 由加 ナカジン ユカ 富山県 ⿊部レスリングスポーツ少年団 中学3年
86 50Kg JWF22-00624 田中 結 タナカ ユイ 東京都 JOCエリートアカデミー 中学1年
87 50Kg JWF22-00747 小川 舞 オガワ マイ 神奈川県 TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV. 中学3年
88 50Kg JWF22-02172 中島 偲紗 ナカシマ シイサ 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学2年
89 50Kg JWF22-02173 松田 にじ マツダ ニジ 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学2年
90 50Kg JWF22-04494 榮田 莉歩 サカエダ リホ 秋田県 杉田道場 中学2年
91 50Kg JWF22-01713 佐藤 瑚々美 サトウ ココミ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学2年
92 50Kg JWF22-02112 前原 亜梨沙 マエハラ アリサ 山口県 岩国市立由宇中学校 中学2年
93 50Kg JWF22-01979 ⻘山 成実 アオヤマ ナルミ 群馬県 邑楽ジュニアレスリングクラブ 中学3年
94 50Kg JWF22-01980 萩本 由愛 ハギモト ユア 群馬県 邑楽ジュニアレスリングクラブ 中学2年
95 50Kg JWF22-01816 小川 璃苑 オガワ リオン 岐阜県 中津川ジュニアレスリングクラブ 中学2年
96 50Kg JWF22-01153 下田 結月 シモダ ユヅキ 高知県 高知レスリングクラブ 中学2年
97 50Kg JWF22-04816 村上 柚姫 ムラカミ ユズキ 兵庫県 Bonds 中学2年
98 50Kg JWF22-00262 岸上 聖奈 キシガミ セナ 滋賀県 栗東レスリングクラブ 中学2年
99 50Kg JWF22-02319 蛯名 恋空 エビナ ソラ ⻘森県 野辺地ジュニアレスリングクラブ 中学2年
100 50Kg JWF22-00522 内田 真誓 ウチダ マチカ 茨城県 霞ヶ浦レスリングクラブ 中学1年
101 50Kg JWF22-00520 大川 光紀 オオカワ ミツキ 茨城県 霞ヶ浦レスリングクラブ 中学1年
102 50Kg JWF22-01119 熊木 真帆 クマキ マホ 愛媛県 今工クラブ 中学2年
103 50Kg JWF22-00959 三宅 里來 ミヤケ サラ 東京都 本田多聞レスリングスクール 中学2年
104 50Kg JWF22-00424 渡辺 優菜 ワタナベ ユウナ 神奈川県 本田多聞レスリングスクール 中学2年
105 50Kg JWF22-02622 国重 友 クニシゲ ユウ 山口県 周南市富田中学校 中学3年
106 50Kg JWF22-00064 安藤 愛莉 アンドウ アイリ 静岡県 沼津レスリングクラブ 中学2年
107 50Kg JWF22-00929 筒井 双 ツツイ ソウ 埼玉県 日本体育大学桜華中学校 中学3年
108 50Kg JWF22-01205 加藤 百々花 カトウ モモカ 岐阜県 羽島市レスリング連盟 中学1年
109 50Kg JWF22-01208 ⻑谷川 咲和 ハセガワ サワ 愛知県 羽島市レスリング連盟 中学2年
110 50Kg JWF22-01070 佐藤 七菜香 サトウ ナナカ 岡山県 高農クラブ 中学1年
111 54Kg JWF22-00949 山下 世羽 ヤマシタ ウル 福岡県 北九州レスリングクラブ 中学2年
112 54Kg JWF22-00035 湯田 鈴 ユダ リン 福島県 福島県立ふたば未来学園中学校 中学2年
113 54Kg JWF22-00380 升田 来実 マスダ クルミ 京都府 宮津市立栗田中学校 中学2年
114 54Kg JWF22-01565 佐藤 優 サトウ ユウ 千葉県 ⼋千代松陰中学校 千葉県レスリング協会 中学3年
115 54Kg JWF22-01142 永谷 優來 ナガタニ ユラ 石川県 志賀町ジュニアレスリング教室 中学3年
116 54Kg JWF22-00236 永冨 琉衣 ナガトミ ルイ 東京都 芦屋学園 中学3年
117 54Kg JWF22-00021 湊 瑠菜 ミナト ルナ 北海道 ジュニアレスリングクラブ士別 中学3年
118 54Kg JWF22-01227 石山 叶歩 イシヤマ カナホ 滋賀県 日野レスリングクラブ 中学3年
119 54Kg JWF22-01959 粟野 和夏 アワノ ワカ 千葉県 市川コシティクラブ 中学1年
120 54Kg JWF22-02629 宮平 唯愛 ミヤヒラ イチカ 沖縄県 嘉数中学校 中学1年
121 54Kg JWF22-01637 澤井 舞綾 サワイ マアヤ 群馬県 おおたスポーツ学校 中学2年
122 54Kg JWF22-02251 設楽 なつき シダラ ナツキ 埼玉県 東洋大レスリング倶楽部 中学3年
123 54Kg JWF22-01566 今井 七緒 イマイ ナオ 岐阜県 マイスポーツハウス 中学2年
124 54Kg JWF22-03057 岡山 絢花 オカヤマ アヤカ 千葉県 高安組レスリングクラブ 中学3年
125 54Kg JWF22-04848 吉田 凪 ヨシダ ナギ 島根県 隠岐島前ｊｒ 中学3年
126 54Kg JWF22-04980 丹地 華子 タンチ カコ 岡山県 くらしきジュニアレスリングスポーツ少年団 中学2年
127 54Kg JWF22-00830 諸星 日菜 モロホシ ヒナ 埼玉県 埼玉栄中学校 中学3年
128 54Kg JWF22-00541 木下 凛 キノシタ リン 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学3年
129 54Kg JWF22-01439 森脇 花乃 モリワキ ハナノ 京都府 舞鶴レスリングクラブ 中学2年



130 54Kg JWF22-01206 坂井 椿 サカイ ツバキ 岐阜県 羽島市レスリング連盟 中学2年
131 54Kg JWF22-04190 安見 心 ヤスミ ココロ 京都府 京都⼋幡ジュニアレスリングクラブ 中学1年
132 58Kg JWF22-00381 ⻄岡 ⻨ ニシオカ ムギ 京都府 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 中学2年
133 58Kg JWF22-00301 太田 結月 オオタ ユヅキ 静岡県 ⻑泉ファイティングエンジェルス 中学2年
134 58Kg JWF22-00777 飯田 響 イイダ ヒビキ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学2年
135 58Kg JWF22-00851 石井 優奈 イシイ ユウナ 大阪府 堺ジュニアレスリングクラブ 中学1年
136 58Kg JWF22-00295 佐藤 芙樹 サトウ ハズキ 秋田県 北志館道場 中学3年
137 58Kg JWF22-02171 福山 明都 フクヤマ ミント 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学2年
138 58Kg JWF22-01716 中山 木の実 ナカヤマ コノミ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学3年
139 58Kg JWF22-02233 崎山 仁奈 サキヤマ ニイナ 沖縄県 古蔵中学校 中学3年
140 58Kg JWF22-04759 三明 日香 サンミョウ ハルカ 北海道 早来中学校 中学2年
141 58Kg JWF22-02892 佐藤 千愛 サトウ チカ 山口県 平生町立平生中学校 中学3年
142 58Kg JWF22-00880 柳生 実咲 ヤギュウ ミサキ 徳島県 ジョイフルレスリングクラブ 中学3年
143 58Kg JWF22-01586 野口 紗英 ノグチ サエ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学3年
144 58Kg JWF22-01120 谷川 緋菜 タニガワ ヒナ 愛媛県 今工クラブ 中学2年
145 58Kg JWF22-01567 直井 詩空 ナオイ シズク 岐阜県 マイスポーツハウス 中学2年
146 58Kg JWF22-01972 相磯 ひなた アイソ ヒナタ 静岡県 沼津学園ジュニアレスリングクラブ 中学3年
147 58Kg JWF22-01976 鈴木 遥心 スズキ トナ 静岡県 沼津学園ジュニアレスリングクラブ 中学2年
148 58Kg JWF22-02004 谷津 七海 ヤツ ナナミ 群馬県 上州トレジャーレスリングクラブ 中学3年
149 58Kg JWF22-02000 堀田 みず希 ホリタ ミズキ 富山県 高岡ジュニアレスリングクラブ 中学2年
150 62Kg JWF22-01018 木村 美海 キムラ ミウナ 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学3年
151 62Kg JWF22-02170 田中 凜香 タナカ リンカ 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学1年
152 62Kg JWF22-01426 小柴 ゆり コシバ ユリ 佐賀県 鳥栖レスリングクラブ 中学3年
153 62Kg JWF22-00874 雪本 慈 ユキモト アズ 大阪府 堺リベラル中学校 中学2年
154 62Kg JWF22-01981 村田 悠芽夏 ムラタ ユメカ 群馬県 邑楽ジュニアレスリングクラブ 中学3年
155 62Kg JWF22-04480 横倉 凜々花 ヨコクラ リリカ 茨城県 水⼾市立第四中学校 中学2年
156 62Kg JWF22-01592 熊澤 夏生 クマザワ ナツキ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学1年
157 62Kg JWF22-00067 駒田 つかさ コマダ ツカサ 静岡県 沼津レスリングクラブ 中学1年
158 62Kg JWF22-01436 内田 柊花 ウチダ シュウカ 京都府 舞鶴レスリングクラブ 中学3年
159 62Kg JWF22-00928 岩崎 美優 イワサキ ミユウ 埼玉県 日本体育大学桜華中学校 中学3年
160 62Kg JWF22-00930 真島 好花 マシマ コハル 埼玉県 日本体育大学桜華中学校 中学1年
161 66Kg JWF22-00534 大豆生田 麗 オオマメウダ ウララ 茨城県 ひたちなかレスリングクラブ 中学2年
162 66Kg JWF22-01827 伊藤 愛里 イトウ アイリ 愛知県 愛知県あま市立七宝中学校 中学3年
163 66Kg JWF22-01852 松山 桜 マツヤマ サクラ 神奈川県 日本工業大学駒場中学校 中学3年
164 66Kg JWF22-00769 高山 海優 タカヤマ ミユ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学2年
165 66Kg JWF22-02032 本多 結里菜 ホンダ ユリナ 東京都 フィギュアフォークラブ 中学2年
166 66Kg〜73Kg JWF22-00100 木村 允希愛 キムラ マキア 香川県 香川県立高松北中学校 中学3年
167 66Kg〜73Kg JWF22-00885 吉村 琴姫 ヨシムラ コトメ 鹿児島県 TEAM☆SATSUMA 中学2年
168 66Kg〜73Kg JWF22-01020 藤田 眞妃琉 フジタ マヒル 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学2年
169 66Kg〜73Kg JWF22-02187 舘下 苺采 タテシタ イチネ 岩手県 山田レスリング 中学3年
170 66Kg〜73Kg JWF22-02118 川下 あい カワシモ アイ 三重県 松阪レスリングクラブ 中学2年
171 66Kg〜73Kg JWF22-00157 小沼 彩倭 コヌマ サワ 千葉県 下野サンダーキッズレスリング 中学2年
172 66Kg〜73Kg JWF22-00517 内山 陽誇 ウチヤマ アコ 茨城県 霞ヶ浦レスリングクラブ 中学3年


