
NO 階級 登録番号 氏名 フリガナ 県 所属 学年
1 34Kg〜38Kg JWF22-04066 齊藤 武生 サイトウ イブキ 秋田県 秋田市立勝平中学校 中学1年
2 34Kg〜38Kg JWF22-04091 下島 一閃 シモジマ イッセン 神奈川県 国士舘クラブ 中学1年
3 34Kg〜38Kg JMF22-00037 宮本 誠也 ミヤモト セイヤ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学1年
4 34Kg〜38Kg JWF22-04103 稲葉 広人 イナバ ヒロト 福島県 福島県立ふたば未来学園中学校 中学1年
5 34Kg〜38Kg JWF22-04104 久保山 朔 クボヤマ サク 福島県 福島県立ふたば未来学園中学校 中学1年
6 34Kg〜38Kg JWF22-00384 浜崎 蒼士 ハマサキ ソウシ 京都府 京都共栄学園中学校 中学1年
7 34Kg〜38Kg JWF22-00302 小田 晧太 オダ コウタ 静岡県 ⻑泉ファイティングエンジェルス 中学1年
8 34Kg〜38Kg JWF22-01964 望月 楓馬 モチヅキ フウマ 神奈川県 FIREBOYS 中学2年
9 34Kg〜38Kg JWF22-02092 岩上 真大 イワカミ マサヒロ 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学2年
10 34Kg〜38Kg JWF22-00847 松本 万 マツモト マン 大阪府 堺ジュニアレスリングクラブ 中学1年
11 34Kg〜38Kg JWF22-02419 水橋 多聞 ミズハシ タモン 石川県 金沢ジュニアレスリングクラブ 中学1年
12 34Kg〜38Kg JWF22-00960 上嶋 健太 ウエジマ ケンタ 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学1年
13 34Kg〜38Kg JWF22-00025 ⻑尾 栞汰 ナガオ カンタ 北海道 ジュニアレスリングクラブ士別 中学1年
14 34Kg〜38Kg JWF22-04231 野崎 奏太 ノザキ ソウタ 香川県 香川県立高松北中学校 中学1年
15 34Kg〜38Kg JWF22-04232 野崎 七音 ノザキ ナオト 香川県 香川県立高松北中学校 中学1年
16 34Kg〜38Kg JWF22-02510 田中 徠斗 タナカ ライト 埼玉県 HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB 中学1年
17 34Kg〜38Kg JWF22-00418 ⿊⽊ 瑛太 クロキ エイタ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学1年
18 34Kg〜38Kg JWF22-00534 髙橋 奏羽 タカハシ カナウ 茨城県 ひたちなかレスリングクラブ 中学1年
19 34Kg〜38Kg JWF22-02123 江間 大登 エマ ハルト 東京都 芦花中学校 ＬＯＴＵＳ世田谷 中学1年
20 34Kg〜38Kg JWF22-02114 榊原 健太 サカキハラ ケンタ 三重県 松阪レスリングクラブ 中学1年
21 34Kg〜38Kg JWF22-02234 山口 晴生 ヤマグチ ゼン 沖縄県 首里中学校 中学1年
22 34Kg〜38Kg JWF22-01720 村田 禅氣 ムラタ ユズキ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学1年
23 34Kg〜38Kg JWF22-00436 牛窓 勝心 ウシマド マサムネ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学1年
24 34Kg〜38Kg JWF22-02611 鶴 大志 ツル タイシ 宮崎県 Wellness Kids 都城レスリングクラブ 中学1年
25 34Kg〜38Kg JWF22-02570 前田 悠樹 マエダ ユウキ 東京都 グロリアレスリングクラブ 中学2年
26 34Kg〜38Kg JWF22-02410 柴田 寛大 シバタ カンダイ 滋賀県 栗東レスリングクラブ 中学2年
27 34Kg〜38Kg JWF22-01557 阿部 和武 アベ ナゴム 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学1年
28 34Kg〜38Kg JWF22-01590 岡部 太施 オカベ タイシ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学2年
29 34Kg〜38Kg JWF22-04323 錦織 楓真 ニシコオリ フウマ 島根県 加茂B＆Gレスリングクラブ 中学2年
30 34Kg〜38Kg JWF22-04319 吾郷 煌介 アゴウ オウスケ 島根県 加茂B＆Gレスリングクラブ 中学1年
31 34Kg〜38Kg JWF22-03276 酒井 未来翔 サカイ ミクト 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学1年
32 34Kg〜38Kg JWF22-04682 田中 悠義 タナカ ハルヨシ 大阪府 同志社香里中学校 中学3年
33 34Kg〜38Kg JWF22-04841 坂根 律夢 サカネ リズム 島根県 oki rainbow wrestling club 中学1年
34 34Kg〜38Kg JWF22-04988 ⽊村 唯慈 キムラ イチカ 山形県 Future Dream Wrestling Club 中学1年
35 34Kg〜38Kg JWF22-04989 近藤 遥斗 コンドウ ハルト 山形県 Future Dream Wrestling Club 中学1年
36 34Kg〜38Kg JWF22-04995 山口 寛汰 ヤマグチ カンタ 静岡県 焼津リトルファイターズ 中学2年
37 34Kg〜38Kg JWF22-00066 山田 涼介 ヤマダ リョウスケ 静岡県 沼津レスリングクラブ 中学1年
38 34Kg〜38Kg JWF22-00463 桑原 廷佳 クワハラ タカヨシ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学2年
39 34Kg〜38Kg JWF22-01811 山鹿 永仁 ヤマガ エイト 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学1年
40 34Kg〜38Kg JWF22-00168 吉永 昊生 ヨシナガ コウ 東京都 MTX ACADEMY 中学1年
41 34Kg〜38Kg JWF22-02442 久保 祐乃 クボ ユウダイ ⻘森県 Jcc十和田レスリングスポーツ少年団 中学3年
42 34Kg〜38Kg 080-6413-8130 井⿊ 寛太郎 イグロ カンタロウ 宮崎県 くしまグリーンホース 中学1年
43 34Kg〜38Kg JWF22-01207 芝 拓 シバ タク 岐阜県 羽島市レスリング連盟 中学1年
44 34Kg〜38Kg JWF22-04186 宮脇 直也 ミヤワキ ナオヤ 京都府 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 中学2年
45 41Kg JWF22-00043 郡 輝生 コオリ テルキ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学1年
46 41Kg JWF22-04105 佐藤 琉⻘ サトウ ルア 福島県 福島県立ふたば未来学園中学校 中学2年
47 41Kg JWF22-02026 大澤 壱佳 オオサワ イチカ 東京都 MTX GOLDKIDS 中学1年
48 41Kg JWF22-02459 濵﨑 康太郎 ハマサキ コウタロウ ⻑崎県 OMURA TOP TEAM 中学2年
49 41Kg JWF22-02280 依田 朋樹 ヨダ トモキ ⻑野県 佐久市レスリング教室クラブ 中学2年
50 41Kg JWF22-03293 松實 陸斗 マツミ リクト 和歌山県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学3年
51 41Kg JWF22-00024 京野 心 キョウノ シン 北海道 ジュニアレスリングクラブ士別 中学1年
52 41Kg JWF22-01220 松浦 充希 マツウラ アツキ 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学2年
53 41Kg JWF22-01837 濱岸 参之介 ハマギシ サンノスケ 富山県 滑川ジュニアレスリングチーム 中学1年
54 41Kg 70 花盛 陽色 ハナモリ ヒイロ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学2年
55 41Kg JWF22-03318 畑中 寿仁 ハタナカ トシヒト 千葉県 髙安組レスリングクラブ 中学1年
56 41Kg JWF22-04003 ⻄川 陽 ニシカワ ハル 東京都 ＬＯＴＵＳ世田谷 中学1年
57 41Kg JWF22-02188 山屋 翔夢 ヤマヤ ツバサ 岩手県 山田レスリング 中学2年
58 41Kg JWF22-03342 宮島 幹太 ミヤジマ カンタ 鹿児島県 鹿屋中央ジュニア 中学2年
59 41Kg JWF22-02906 横倉 聖起 ヨコクラ イブキ 埼玉県 東洋大レスリング倶楽部 中学2年
60 41Kg JWF22-04362 竹村 旺己 タケムラ オウキ 福井県 小浜レスリングキッズ 中学1年
61 41Kg JWF22-00155 小田垣 絆 オダガキ キズナ 栃⽊県 下野サンダーキッズレスリングクラブ 中学3年
62 41Kg JWF22-00159 大栗 颯真 オオグリ ソウマ 栃⽊県 下野サンダーキッズレスリングクラブ 中学1年
63 41Kg JWF22-01815 ⻘山 凌 アオヤマ リョウ 岐阜県 中津川ジュニアレスリングクラブ 中学3年
64 41Kg JWF22-02411 佐藤 佑 サトウ タスク 滋賀県 栗東レスリングクラブ 中学1年
65 41Kg JWF22-03777 稲岡 一空 イナオカ イチア 富山県 高岡市立高陵中学校 中学1年
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66 41Kg JWF22-01853 半田 伶世夢 ハンダ レヨム 東京都 日本工業大学駒場中学校 中学2年
67 41Kg JWF22-02320 松田 倖宝 マツタ コウタ ⻘森県 野辺地ジュニアレスリングクラブ 中学1年
68 41Kg JWF22-01781 鈴⽊ 陸王 スズキ レオ 千葉県 野田市立第一中学校 中学3年
69 41Kg JWF22-03272 山本 海星 ヤマモト カイセイ 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学3年
70 41Kg JWF22-04937 阿達 日煌 アダチ ニッコウ 愛媛県 松山レスリングクラブ 中学2年
71 41Kg JWF22-03858 圓山 礼心 マルヤマ アヤト 岐阜県 マイスポーツハウス 中学2年
72 41Kg JWF22-04500 加部 雄大 カベ ユウダイ 群馬県 伊勢崎スパークラーズ 中学1年
73 41Kg JWF22-00891 ⽊島 鼓羽太 キジマ コウタ 茨城県 T-KIDSレスリングクラブ 中学3年
74 41Kg JWF22-03018 浅野 笑多朗 アサノ ショウタロウ 愛知県 ゼントータルレスリングクラブ 中学2年
75 41Kg JWF22-02474 古澤 大和 フルサワ ヤマト 大阪府 大阪体育大学浪商中学校 中学2年
76 41Kg JWF22-03112 内藤 貴一朗 ナイトウ キイチロウ 山梨県 山梨ジュニアレスリングクラブ 中学1年
77 41Kg JWF22-00446 ⻄村 翔偉 ニシムラ トイ 静岡県 静岡市立城山中学校 中学2年
78 41Kg JWF22-02167 岩永 汰寿久 イワナガ タスク 茨城県 取手レスリングクラブ 中学1年
79 41Kg JWF22-03487 坂本 広 サカモト ヒロ 東京都 AACC 中学3年
80 41Kg JWF22-04183 政野 慧太 マサノ ケイタ 京都府 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 中学3年
81 41Kg JWF22-01416 竹内 麻力 タケウチ マオ 岐阜県 本巣市立真正中学校 中学1年
82 44Kg JWF22-02396 鈴⽊ 武蔵 スズキ ムサシ 埼玉県 関宿レスリングクラブ 中学2年
83 44Kg JWF22-00379 古澤 優真 フルサワ ユウマ 京都府 宮津市立栗田中学校 中学3年
84 44Kg JWF22-02027 齋藤 由泰 サイトウ タダヤス 東京都 MTX GOLDKIDS 中学1年
85 44Kg JWF22-00113 佐藤 瑛人 サトウ エイト 東京都 AACC 中学1年
86 44Kg JWF22-02460 宮﨑 隼翔 ミヤザキ ハヤト 佐賀県 OMURA TOP TEAM 中学2年
87 44Kg JWF22-03292 松實 海斗 マツミ カイト 和歌山県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学3年
88 44Kg JWF22-00023 菊地 悠嘉 キクチ ユウガ 北海道 ジュニアレスリングクラブ士別 中学2年
89 44Kg JWF22-03051 川越 司 カワゴエ ツカサ 千葉県 柏レスリングクラブ 中学2年
90 44Kg JWF22-03060 八橋 奏太朗 ヤツハシ ソウタロウ 愛知県 一宮レスリングクラブ 中学2年
91 44Kg 21-03608 齋藤 亮弥 サイトウ リョウヤ 三重県 鳥羽・ジュニアレスリングクラブ 中学2年
92 44Kg 69 花盛 陽向 ハナモリ ヒナタ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学2年
93 44Kg JWF22-04542 小田島 魁星 オダシマ カイセイ ⻘森県 八⼾クラブ 中学1年
94 44Kg JWF22-04536 山下 彪 ヤマシタ ヒュウガ ⻘森県 八⼾クラブ 中学2年
95 44Kg JWF22-04535 田中 暖大 タナカ ヒナタ ⻘森県 八⼾クラブ 中学3年
96 44Kg JWF22-00533 三浦 琉生 ミウラ ルイ 茨城県 ひたちなかレスリングクラブ 中学1年
97 44Kg JWF22-02128 薬野 柑太 ヤクノ カンタ 東京都 ＬＯＴＵＳ世田谷 中学1年
98 44Kg JWF22-02230 徳比嘉 礼仁 トクヒガ ライト 沖縄県 鏡原中学校 中学2年
99 44Kg JWF22-01719 ⽊村 稜良 キムラ ロイ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学1年
100 44Kg JWF22-02910 田中 翔大 タナカ ショウタ 埼玉県 東洋大レスリング倶楽部 中学1年
101 44Kg JWF22-02003 高阪 透瑠 コウサカ トオル 茨城県 T-KIDSレスリングクラブ 中学1年
102 44Kg JWF22-03640 門間 秋翔 モンマ アキト 秋田県 飯田川レスリングスポーツ少年団 中学1年
103 44Kg JWF22-02891 中元 心哉 ナカモト シンヤ 山口県 柳井市立大畠中学校 中学3年
104 44Kg JWF22-02569 大井 喜一 オオイ キイチ 東京都 グロリアレスリングクラブ 中学3年
105 44Kg JWF22-02413 江谷 笑太郎 エタニ ショウタロウ 滋賀県 栗東レスリングクラブ 中学1年
106 44Kg JWF22-01594 小林 志成 コバヤシ ユキナリ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学1年
107 44Kg JWF22-04811 川上 琉輝也 カワカミ ルキヤ 茨城県 大子ジュニアレスリングクラブ 中学1年
108 44Kg JWF22-04365 山本 煌流 ヤマモト ヒカル 福井県 敦賀気比高校付属中学校 中学1年
109 44Kg JWF22-04364 日浦 璃毘兎 ヒウラ リヒト 福井県 敦賀気比高校付属中学校 中学1年
110 44Kg JWF22-01780 早乙女 智哉 サオトメ トモヤ 千葉県 野田市立第一中学校 中学3年
111 44Kg JWF22-04681 ⿊肥地 結星 クロヒジ ユウセイ 大阪府 同志社香里中学校 中学2年
112 44Kg JWF22-00521 川口 晴流 カワグチ ハル 茨城県 霞ヶ浦レスリングクラブ 中学1年
113 44Kg JWF22-04382 伊藤 汰一 イトウ タイチ 北海道 札幌レスリングクラブ 中学1年
114 44Kg JWF22-00063 山本 健吾 ヤマモト ケンゴ 静岡県 沼津レスリングクラブ 中学3年
115 44Kg JWF22-01758 横田 大和 ヨコタ ヤマト 東京都 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学2年
116 44Kg JWF22-02501 水代 康太 ミズシロ コウタ 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学2年
117 44Kg JWF22-01437 池田 響介 イケダ キョウスケ 京都府 舞鶴市立城北中学校  舞鶴レスリングクラブ 中学2年
118 44Kg JWF22-01809 石橋 哲弥 イシバシ テツヤ 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学2年
119 44Kg JWF22-01804 梶原 一平 カジワラ イッペイ 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学3年
120 44Kg JWF22-01802 中田 暁之進 ナカタ アキノシン 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学3年
121 44Kg JWF22-00445 池田 零 イケダ レイ 静岡県 焼津市立大村中学校 中学2年
122 44Kg JWF22-00447 竹本 潤 タケモト ジュン 静岡県 焼津市立豊田中学校 中学2年
123 44Kg JWF22-05025 鈴⽊ 日都 スズキ ニチト 宮城県 仙台GETONEレスリングクラブ 中学3年
124 44Kg JWF22-02033 九十九 孝史 ツクモ タカシ 東京都 フィギュアフォークラブ 中学2年
125 44Kg JWF22-04188 由井 仁之介 ユイ ジンノスケ 京都府 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 中学2年
126 44Kg JWF22-05003 小島 凛晴 コジマ リンセイ 千葉県 野田市立第一中学校 中学1年
127 44Kg JWF22-01783 丸山 大輝 マルヤマ ダイキ 千葉県 野田市立第一中学校 中学2年
128 48Kg JWF22-02024 久保 音晴 クボ オトハル 東京都 MTX GOLDKIDS 中学2年
129 48Kg JWF22-02190 池上 裕翔 イケガミ ヒロト 栃⽊県 みぶチビッコレスリング教室 中学2年
130 48Kg JWF22-01754 中田 理貴 ナカタ リキ 香川県 多度津中学校 中学3年
131 48Kg JWF22-01753 中田 麻貴 ナカタ マキ 香川県 多度津中学校 中学3年
132 48Kg JWF22-04233 音泉 森太郎 オトイズミ シンタロウ 香川県 多度津中学校 中学1年
133 48Kg JWF22-00859 松下 瑛季 マツシタ エイキ 富山県 ⿊部レスリングスポーツ少年団 中学3年



134 48Kg JWF22-03217 大門 陸翔 ダイモン リクト 石川県 志賀町ジュニアレスリング教室 中学2年
135 48Kg JWF22-00238 荻田 大雅 オギタ タイガ 大阪府 芦屋学園 中学3年
136 48Kg JWF22-01789 布施 凛 フセ リン ⻘森県 レスリングチーム⻘森クラブジュニア 中学2年
137 48Kg JWF22-04191 細谷 祥真 ホソタニ ショウマ 香川県 高松レスリングクラブ 中学1年
138 48Kg JWF22-01222 本釜 希真 ホンガマ ノゾミ 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学2年
139 48Kg JWF22-00496 小笠原 櫂真 オガサワラ カイマ 埼玉県 フェニックスクラブ 中学1年
140 48Kg JWF22-000613 井口 亮 イグチ リョウ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学1年
141 48Kg JWF22-02343 榊原 諒 サカキバラ リョウ 三重県 四日市ジュニアレスリングクラブ 中学2年
142 48Kg JWF22-00750 水野 謙剛 ミズノ ケンゴウ 神奈川県 TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV. 中学2年
143 48Kg 4584 大山 優馬 オオヤマ ユウマ 東京都 AACC 中学1年
144 48Kg JWF22-01838 早月 麗央 ハヤツキ レオ 富山県 滑川ジュニアレスリングチーム 中学1年
145 48Kg JWF22-01835 ⻄島 一晴 ニシジマ イッセイ 富山県 滑川ジュニアレスリングチーム 中学3年
146 48Kg JWF22-02508 松村 瑛太 マツムラ エイタ 埼玉県 HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB 中学2年
147 48Kg JWF22-04540 ⿊沢 蒼 クロサワ アオ ⻘森県 八⼾クラブ 中学1年
148 48Kg JWF22-03147 野崎 生穏 ノザキ イオン 兵庫県 一心館神⼾高塚 中学3年
149 48Kg JWF22-03659 小山 稀勢 コヤマ キセイ 富山県 BE・CHAMP 中学1年
150 48Kg JWF22-01718 岡田 彪楓 オカダ ヒュウガ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学1年
151 48Kg JWF22-01712 小玉 蓮王 コダマ レオ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学2年
152 48Kg JWF22-01633 佐藤 陽 サトウ ヒザシ 群馬県 おおたスポーツ学校 中学1年
153 48Kg JWF22-01638 柳澤 志音 ヤナギサワ シオン 栃⽊県 おおたスポーツ学校 中学3年
154 48Kg JWF22-03638 石川 陽詩 イシカワ ヨウタ 秋田県 飯田川レスリングスポーツ少年団 中学3年
155 48Kg JWF22-04784 サンサル アンラ サンサル アンラ 宮崎県 Wellness Kids 都城レスリングクラブ 中学2年
156 48Kg JWF22-01982 大関 里空 オオゼキ リク 群馬県 邑楽ジュニアレスリングクラブ 中学1年
157 48Kg JWF22-00156 吉澤 悠稀 ヨシザワ ユウキ 栃⽊県 下野サンダーキッズレスリング 中学3年
158 48Kg JWF22-0184 野村 大地 ノムラ ダイチ 岐阜県 中津川ジュニアレスリングクラブ 中学3年
159 48Kg JWF22-03984 藤原 尚大 フジワラ ショウタ 高知県 高知レスリングクラブ 中学1年
160 48Kg JWF22-04815 堀口 航太郎 ホリグチ コウタロウ 兵庫県 Bonds 中学2年
161 48Kg JWF22-01554 堤 利空 ツツミ リア 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学2年
162 48Kg JWF22-01591 田澤 祥樹 タザワ ヒロキ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学2年
163 48Kg JWF22-04810 檜山 惇也 ヒヤマ ジュンヤ 福島県 大子ジュニアレスリングクラブ 中学2年
164 48Kg JWF22-04809 丸山 幹太 マルヤマ カンタ 茨城県 大子ジュニアレスリングクラブ 中学3年
165 48Kg JWF22-04510 福田 力 フクダ リキ 広島県 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 中学2年
166 48Kg JWF22-04512 金子 峻也 カネコ シュンヤ 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
167 48Kg JWF22-04320 松原 壮亮 マツバラ ソウスケ 島根県 加茂B＆Gレスリングクラブ 中学1年
168 48Kg JWF22-01776 山村 一颯 ヤマムラ イブキ 千葉県 野田市立第一中学校 中学3年
169 48Kg JWF22-03273 佐々⽊ 大地 ササキ ダイチ 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学2年
170 48Kg JWF22-03392 原口 碧都 ハラグチ アオト 群馬県 明和レスクラブクラブ 中学3年
171 48Kg JWF22-04941 相原 達治 アイバラ タツジ 愛媛県 松山レスリングクラブ 中学1年
172 48Kg JWF22-03684 小此⽊ 仁之祐 オコノギ ジンノスケ 神奈川県 WRESTLE-WIN 中学2年
173 48Kg JWF22-04765 神村 灯士 カミムラ アカシ 静岡県 浜松SSファイターズクラブ 中学2年
174 48Kg JWF22-04968 岡 大耀 オカ タイヨウ 東京都 GOKITA GYM 中学3年
175 48Kg JWF22-00772 片岡 直太 カタオカ ナオタ 神奈川県 本田多聞レスリングスクール 中学1年
176 48Kg JWF22-02627 山崎 玄稀 ヤマザキ ゲンキ 山口県 周南市立菊川中学校 中学1年
177 48Kg JWF22-03179 後藤 凛空 ゴトウ リク 岐阜県 美濃加茂レスリングクラブ 中学1年
178 48Kg JWF22-04446 横瀬 悠生 ヨコセ ユウキ 福島県 いわき市立泉中学校 中学1年
179 48Kg JWF22-00178 小堀 真之助 コボリ シンノスケ 神奈川県 横須賀ジュニアレスリングクラブ 中学3年
180 48Kg JWF22-04949 渡邉 伴 ワタナベ バン 福島県 喜多方レスリングクラブスポーツ少年団 中学2年
181 48Kg JWF22-04948 下村 ⻁太朗 シモムラ コタロウ 福島県 喜多方レスリングクラブスポーツ少年団 中学3年
182 48Kg JMF22-00171 砂川 空也 スナカワ コウヤ 福岡県 高田道場福岡やずやキッズクラブ 中学2年
183 48Kg JWF22-00828 永井 舜喜 ナガイ シュンキ 埼玉県 埼玉栄中学校 中学3年
184 48Kg JWF22-00832 髙野 亞門 タカノ アモン 埼玉県 埼玉栄中学校 中学2年
185 48Kg JWF22-02360 ⻑谷川 太一 ハセガワ タイチ 神奈川県 東海ジュニアレスリングクラブ 中学3年
186 48Kg JWF22-05028 飯田 暁斗 イイダ アキト 山口県 FIVE☆STAR 中学2年
187 48Kg JWF22-02475 高塚 旺介 タカツカ オウスケ 大阪府 大阪体育大学浪商中学校 中学1年
188 48Kg JWF22-01975 森野 遼太 モリノ リョウタ 静岡県 沼津学園ジュニアレスリングクラブ 中学2年
189 48Kg JWF22-02089 椎名 遥玖 シイナ ハルク 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学3年
190 48Kg JWF22-01808 山浦 大弥 ヤマウラ ヒロヤ 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学2年
191 48Kg JWF22-03107 深澤 遼弥 フカサワ ハルヤ 山梨県 山梨ジュニアレスリングクラブ 中学3年
192 48Kg JWF22-00444 清水 悠希 シミズ ハルキ 静岡県 焼津市立小川中学校 中学2年
193 48Kg JWF22-00166 内海 楽 ウツミ ガク 東京都 MTX ACADEMY 中学1年
194 48Kg JWF22-4351 藤原 猿之介 フジワラ エンノスケ 東京都 AACC 中学2年
195 48Kg JWF22-01209 ⻑谷川 友柾 ハセガワ トモマサ 愛知県 羽島市レスリング連盟 中学2年
196 48Kg JWF22-00958 伊藤 陸人 イトウ リクト 茨城県 水⼾市レスリングスポーツ少年団 中学2年
197 48Kg JWF22-05111 竹村 碧維 タケムラ アオイ 高知県 すくもレスリングクラブ 中学2年
198 48Kg JWF22-05078 浅野 礼恩 アサノ レオン 千葉県 野田市立二川中学校 中学3年
199 48Kg JWF22-01784 大澤 悠梧 オオサワ ユウゴ 千葉県 野田市立第一中学校 中学2年
200 48Kg JWF22-01414 松岡 大治 マツオカ ダイチ 岐阜県 大垣市立赤坂中学校 中学1年
201 48Kg JWF22-05141 橋本 柾人 ハシモト マサト 千葉県 野田市立⽊間ケ瀬中学校 中学1年



202 52Kg JWF22-02395 本荘 挑真 ホンジョウ トウマ 埼玉県 関宿レスリングクラブ 中学1年
203 52Kg JWF22-01949 山本 岐 ヤマモト イツキ 静岡県 東伊豆ジュニアレスリング 中学1年
204 52Kg JWF22-02020 廣橋 悠貴 ヒロハシ ユウキ 東京都 MTX GOLDKIDS 中学3年
205 52Kg JWF22-00296 山田 理人 ヤマダ マサト 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学1年
206 52Kg JWF22-00169 福江 莞太 フクエ カンタ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学1年
207 52Kg JWF22-00846 庵野 琥士朗 アンノ コジロウ 奈良県 堺ジュニアレスリングクラブ 中学3年
208 52Kg JWF22-00849 石田 優 イシダ ユウ 大阪府 堺ジュニアレスリングクラブ 中学1年
209 52Kg JWF22-00850 森貞 克昭 モリサダ カツアキ 大阪府 堺ジュニアレスリングクラブ 中学1年
210 52Kg JWF22-01510 牧野 桜利 マキノ オウリ 宮崎県 日南市スポーツクラブ 中学2年
211 52Kg JWF22-03294 宮本 次飛 ミヤモト ツグト 和歌山県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学3年
212 52Kg JWF22-03295 山本 情輔 ヤマモト ジョウスケ 和歌山県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学3年
213 52Kg JWF22-03297 安井 春琉 ヤスイ ハル 和歌山県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学2年
214 52Kg JWF22-03298 高田 碧 タカタ アオイ 三重県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学1年
215 52Kg JWF22-03052 三船 隼平 ミフネ シュンペイ 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学2年
216 52Kg JWF22-02995 福本 壮 フクモト ソウ 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学2年
217 52Kg JWF22-03845 髙橋 叶和 タカハシ トワ 滋賀県 日野レスリングクラブ 中学1年
218 52Kg JWF22-01787 濱田 龍我 ハマダ リュウガ ⻘森県 レスリングチーム⻘森クラブジュニア 中学2年
219 52Kg JWF22-02108 森 大智 モリ ダイチ 宮崎県 フェニックスキッズレスリングクラブ 中学1年
220 52Kg JWF22-00086 藤原 大悟 フジハラ ダイゴ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学1年
221 52Kg JWF22-00498 佐藤 洸翔 サトウ ヒロト 埼玉県 フェニックスクラブ 中学1年
222 52Kg JWF22-00612 山野 大輝 ヤマノ ダイキ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学2年
223 52Kg JWF22-00609 山田 謙心 ヤマダ ケンシン 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学3年
224 52Kg JWF22-03059 佐藤 暉真 サトウ テルマ 愛知県 一宮レスリングクラブ 中学2年
225 52Kg JWF22-00934 中田 瑛太 ナカタ エイタ 熊本県 宇城アローレスリングクラブ 中学2年
226 52Kg JWF22-02169 甲斐 三志郎 カイ サンシロウ 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学1年
227 52Kg JWF22-02177 横山 大海翔 ヨコヤマ カイト 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学2年
228 52Kg JWF22-00194 北村 春斗 キタムラ ハルト 兵庫県 INAGAWA 中学3年
229 52Kg JWF22-04502 日野 天翔 ヒノ テンショウ 広島県 広島レスリングクラブ 中学3年
230 52Kg JWF22-04538 角浜 一真 カドハマ カズマ ⻘森県 八⼾クラブ 中学2年
231 52Kg JWF22-04693 加成 皐介 カナリ コウスケ 秋田県 杉田道場 中学2年
232 52Kg JWF22-03148 米澤 太朗 ヨネザワ タロウ 兵庫県 一心館神⼾高塚 中学3年
233 52Kg JWF22-03149 上田 朔 ウエダ サク 兵庫県 一心館神⼾高塚 中学2年
234 52Kg JWF22-03150 米澤 文汰 ヨネザワ ブンタ 兵庫県 一心館神⼾高塚 中学1年
235 52Kg JWF22-02538 本田 隆喜 ホンダ リュウキ 熊本県 タイガーキッズレスリングクラブ 中学2年
236 52Kg JWF22-04496 中村 一絆 ナカムラ カズキ 佐賀県 鳥栖レスリングクラブ 中学2年
237 52Kg JWF22-03658 中尾 圭伸 ナカオ ケイシン 富山県 BE・CHAMP 中学2年
238 52Kg JWF22-02231 松本 昇龍 マツモト シリュウ 沖縄県 浦⻄中学校 中学2年
239 52Kg JWF22-01715 仲村 勇希 ナカムラ ユウキ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学2年
240 52Kg JWF22-01714 中島 綱大 ナカジマ コウダイ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学3年
241 52Kg JWF22-00794 明尾 春希 アケオ ハルキ 京都府 網野中学校 中学1年
242 52Kg JWF22-01994 伊藤 圭祐 イトウ ケイスケ 三重県 四日市ジュニアレスリングクラブ 中学2年
243 52Kg JWF22-02430 山本 悠月 ヤマモト ユヅキ 群馬県 館林ジュニアレスリングクラブ 中学3年
244 52Kg JWF22-02431 武田 伊吹 タケダ イブキ 群馬県 館林ジュニアレスリングクラブ 中学2年
245 52Kg JWF22-01519 押山 暖祈 オシヤマ ハルキ 福島県 郡山レスリングクラブ 中学1年
246 52Kg JWF22-01825 川添 修斗 カワゾエ シュウト 愛知県 愛知県名古屋市立天白中学校 中学1年
247 52Kg JWF22-01150 竹本 颯汰 タケモト ソウタ 高知県 高知レスリングクラブ 中学3年
248 52Kg JWF22-01151 藤原 大輔 フジワラ ダイスケ 高知県 高知レスリングクラブ 中学2年
249 52Kg JWF22-02571 中納 京介 ナカノウ キョウスケ 埼玉県 グロリアレスリングクラブ 中学2年
250 52Kg JWF22-02575 清瀬 劉孔 キヨセ リュウコウ 東京都 グロリアレスリングクラブ 中学1年
251 52Kg JWF22-04817 萩原 千吏 ハギハラ センリ 兵庫県 Bonds 中学1年
252 52Kg JWF22-04477 大森 柊 オオモリ シュウ 茨城県 水⼾市立第四中学校 中学3年
253 52Kg JWF22-01556 星野 豪正 ホシノ ゴウセイ 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学1年
254 52Kg JWF22-03054 沖野 蒼馬 オキノ アオマ 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学1年
255 52Kg JWF22-02254 上岡 翔太 カミオカ ショウタ 奈良県 大和広陵レスリングクラブ 中学2年
256 52Kg JWF22-04361 日浦 颯毘 ヒウラ ソウヒ 福井県 敦賀気比高校付属中学校 中学3年
257 52Kg JWF22-02761 内田 大雅 ウチダ タイガ 茨城県 鹿島クラブ 中学1年
258 52Kg JWF22-01774 古市 大翔 フルイチ ヒロト 千葉県 野田市立第一中学校 中学3年
259 52Kg JWF22-03277 波⼾元 祷司 ハトモト トウシ 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学1年
260 52Kg JWF22-02730 小島 怜恩 コジマ レオン 大阪府 同志社香里中学校 中学3年
261 52Kg JWF22-04924 川本 善太郎 カワモト ゼンタロウ 愛媛県 今工クラブ 中学3年
262 52Kg JWF22-04938 石井 大晴 イシイ タイセイ 愛媛県 松山市立久米中学校 中学3年
263 52Kg JWF22-03688 土屋 悠空 ツチヤ ハルク 東京都 WRESTLE-WIN 中学1年
264 52Kg JWF22-03752 楳沢 ⻁治郎 ウメザワ コジロウ 栃⽊県 SPIDER 中学3年
265 52Kg JWF22-03751 家泉 泰希 イエズミ タイキ 栃⽊県 SPIDER 中学2年
266 52Kg JWF22-02141 大久保 暁人 オオクボ アキト 東京都 練馬区立谷原中学校 中学3年
267 52Kg JWF22-04987 佐藤 陽斗 サトウ ヒナト 山形県 Future Dream Wrestling Club 中学3年
268 52Kg JWF22-00708 迫田 琥太郎 サコダ コタロウ 神奈川県 本田多聞レスリングスクール 中学2年
269 52Kg JWF22-03843 齋藤 元章 サイトウ モトキ 神奈川県 本田多聞レスリングスクール 中学3年



270 52Kg JWF22-02620 安渡 友貴 アンド ユウキ 山口県 周南市立岐陽中学校 中学3年
271 52Kg JWF22-00189 菅原 大志 スガワラ タイシ 神奈川県 磯工ベアーズレスリングクラブ 中学3年
272 52Kg JWF22-04878 仙波 那琉 センバ ナル 宮崎県 宮崎日本大学中学生 中学2年
273 52Kg JWF22-04879 高山 裕成 タカヤマ ヒロナリ 宮崎県 宮崎日本大学中学生 中学3年
274 52Kg JWF22-00038 鈴⽊ 太士 スズキ タイシ 茨城県 T-KIDSレスリングクラブ 中学3年
275 52Kg JWF22-02313 渡辺 壮祐 ワタナベ ソウスケ 神奈川県 東海ジュニアレスリングクラブ 中学1年
276 52Kg JWF22-00540 本多 正⻁ ホンダ マサトラ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学3年
277 52Kg JWF22-01978 小菅 篤史 コスゲ アツシ 静岡県 沼津学園ジュニアレスリングクラブ 中学1年
278 52Kg JWF22-01971 植松 遼 ウエマツ リョウ 静岡県 沼津学園ジュニアレスリングクラブ 中学3年
279 52Kg JWF22-02005 川島 倫太郎 カワシマ リンタロウ 群馬県 上州トレジャーレスリングクラブ 中学3年
280 52Kg JMF22-02898 金子 大希 カネコ タイキ 奈良県 宇治レスリング教室 中学2年
281 52Kg JWF22-01805 ⻄島 輝 ニシジマ ヒカル 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学3年
282 52Kg JWF22-03111 保坂 侑輝 ホサカ ユウキ 山梨県 山梨ジュニアレスリングクラブ 中学1年
283 52Kg JWF22-00164 友末 旬真 トモスエ シュンマ 東京都 MTX ACADEMY 中学1年
284 52Kg JWF22-00165 土肥 利羽 ドイ トワ 東京都 MTX ACADEMY 中学1年
285 52Kg JWF22-00167 永井 琥一朗 ナガイ コイチロウ 東京都 MTX ACADEMY 中学1年
286 52Kg JWF22-03316 岩崎 航大 イワサキ コウダイ 東京都 TEAM ドン・キホーテ 中学3年
287 52Kg JWF22-04350 藤原 ⻁之介 フジワラ トラノスケ 東京都 AACC 中学3年
288 52Kg JWF22-04135 河又 純大 カワマタ ジュンダイ 埼玉県 ポゴナクラブ 中学2年
289 52Kg JWF22-01226 磯部 夷之介 イソベ イノスケ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学2年
290 52Kg JWF22-02034 山本 将也 ヤマモト ショウヤ 東京都 フィギュアフォークラブ 中学2年
291 52Kg JWF22-04185 鸙野 大河 ヒバリノ タイガ 大阪府 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 中学2年
292 52Kg JWF22-05002 酒井 禅 サカイ ゼン 千葉県 野田市立第一中学校 中学1年
293 52Kg JWF22-01413 碓井 博登 ウスイ ヒロト 岐阜県 神⼾町立神⼾中学校 中学1年
294 52Kg JWF22-04782 清水 稜太 シミズ リョウタ 佐賀県 鹿島レスリングクラブ 中学2年
295 57Kg JWF22-00559 川北 崇太 カワキタ ソウタ 三重県 四日市ジュニアレスリングクラブ 中学2年
296 57Kg JWF22-03019 川部 那真 カワベ トウマ 愛知県 ゼントータルレスリングクラブ 中学1年
297 57Kg JWF22-04107 茨⽊ 凱聖 イバラキ カイセイ 福岡県 レスリングOBENO 中学3年
298 57Kg JWF22-000243 明石 颯矢 アカシ ソウヤ 三重県 一志ジュニアレスリング教室 中学1年
299 57Kg JWF22-00948 農坂 大和 ノウサカ ヤマト 福岡県 北九州レスリングクラブ 中学2年
300 57Kg JWF22-02019 安威 永太郎 アイ エイタロウ 東京都 MTX GOLDKIDS 中学3年
301 57Kg JWF22-00006 千賀 源生 センガ ゲンキ 愛知県 桑名レスリングクラブ 中学2年
302 57Kg JWF22-01755 ⻄川 流央 ニシカワ トモタカ 香川県 多度津中学校 中学3年
303 57Kg JWF22-01752 岡 大陽 オカ タイヨウ 香川県 多度津中学校 中学3年
304 57Kg JWF22-00860 松下 愛弥 マツシタ ヨシミ 富山県 ⿊部レスリングスポーツ少年団 中学2年
305 57Kg JWF22-00845 北出 幸也 キタデ ユキヤ 大阪府 堺ジュニアレスリングクラブ 中学3年
306 57Kg JWF22-03850 東 ⻁徹 アズマ コテツ 滋賀県 日野レスリングクラブ 中学3年
307 57Kg JWF22-03854 網藤 愛斗 アミフジ アイト 滋賀県 日野レスリングクラブ 中学3年
308 57Kg JWF22-03844 山中 一輝 ヤマナカ カズキ 滋賀県 日野レスリングクラブ 中学1年
309 57Kg JWF22-03846 藤澤 快 フジサワ カイ 滋賀県 日野レスリングクラブ 中学1年
310 57Kg JWF22-01788 布施 諄 フセ ジュン ⻘森県 レスリングチーム⻘森クラブジュニア 中学2年
311 57Kg JWF22-04491 馬渡 東吾 マワタリ トウゴ 三重県 四日市ジュニアレスリングクラブ 中学2年
312 57Kg JWF22-00932 肥後 遥仁 ヒゴ ハルト 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学3年
313 57Kg JWF22-01218 村上 恭昂 ムラカミ ヨシアキ 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学1年
314 57Kg JWF22-01225 村上 昂希 ムラカミ タカキ 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学3年
315 57Kg JWF22-00607 小山 紗斗琉 コヤマ サトル 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学3年
316 57Kg JWF22-00603 伊藤 心⻁ イトウ ハアト 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学3年
317 57Kg JWF22-00608 山﨑 魁良 ヤマサキ カイラ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学3年
318 57Kg JWF22-04137 久保田 道大 クボタ ミチヒロ 香川県 綾川レスリングクラブ 中学3年
319 57Kg JWF22-00749 手塚 爽佑 テヅカ ソウスケ 神奈川県 TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV. 中学2年
320 57Kg JWF22-00753 柴田 莉玖 シバタ リク 神奈川県 TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV. 中学1年
321 57Kg JWF22-02176 横路 來羽 ヨコジ ライハ 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学2年
322 57Kg JWF22-02636 藤田 親伯 フジタ ミハク 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学1年
323 57Kg JWF22-01836 浦田 竣矢 ウラタ シュンヤ 富山県 滑川ジュニアレスリングチーム 中学1年
324 57Kg 2213 内藤 暖次朗 ナイトウ ダンジロウ 東京都 BRAVE 中学2年
325 57Kg JWF22-02537 田中 健士 タナカ ケント 熊本県 タイガーキッズレスリングクラブ 中学3年
326 57Kg JWF22-02037 ⻘⽊ 睦斗 アオキ リクト 群馬県 PALAISTRA 中学3年
327 57Kg JWF22-02042 松崎 凰我 マツザキ オウガ 群馬県 PALAISTRA 中学1年
328 57Kg JWF22-02117 ⻄村 悠雅 ニシムラ ユウガ 三重県 松阪レスリングクラブ 中学2年
329 57Kg JWF22-04113 當銘 彪ノ介 トウメ トラノスケ 沖縄県 OJキッズレスリングクラブ 中学3年
330 57Kg JWF22-02232 玉城 伝紳 タマシロ テンシン 沖縄県 浦添中学校 中学2年
331 57Kg JWF22-02268 永原 匠 ナガハラ タクミ 島根県 松江レスリングクラブ 中学3年
332 57Kg JWF22-01634 澤井 要 サワイ カナメ 群馬県 おおたスポーツ学校 中学1年
333 57Kg JWF22-01640 佐藤 岳 サトウ ガク 群馬県 おおたスポーツ学校 中学3年
334 57Kg JWF22-01639 松井 礼士 マツイ レイジ 群馬県 おおたスポーツ学校 中学3年
335 57Kg JWF22-00182 安齋 旭人 アンザイ アキト 神奈川県 AACC 中学3年
336 57Kg JWF22-03641 渡辺 ⻯生 ワタナベ リク 秋田県 飯田川レスリングスポーツ少年団 中学1年
337 57Kg JWF22-03639 嶋田 悠大 シマダ ユウダイ 秋田県 飯田川レスリングスポーツ少年団 中学3年



338 57Kg JWF22-02610 前原 大輝 マエハラ タイキ 宮崎県 Wellness Kids 都城レスリングクラブ 中学2年
339 57Kg JWF22-00162 山﨑 練真 ヤマザキ レマ 栃⽊県 下野サンダーキッズレスリングクラブ 中学1年
340 57Kg JWF22-01097 安本 陸 ヤスモト リク 東京都 HAKOBEE  SPORTS  TOKYO 中学1年
341 57Kg JWF22-01824 遠山 修吾 トオヤマ シュウゴ 愛知県 愛知県名古屋市本城中学校 中学2年
342 57Kg JWF22-02574 市川 悠人 イチカワ ハルト 東京都 グロリアレスリングクラブ 中学3年
343 57Kg JWF22-04478 竹田 冬真 タケダ トウマ 茨城県 水⼾市立第四中学校 中学2年
344 57Kg JWF22-01773 ⼾邉 昇輝 トベ ショウキ 千葉県 野田市立第一中学校 中学3年
345 57Kg JWF22-03278 中村 隼佑 ナカムラ シュンスケ 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学1年
346 57Kg JWF22-02729 川村 隆真 カワムラ リュウマ 大阪府 同志社香里中学校 中学3年
347 57Kg JWF22-03393 川端 爽太 カワバタ ソウタ 群馬県 明和レスリングクラブ 中学1年
348 57Kg JWF22-03372 齊藤 巧将 サイトウ コウショウ 東京都 第六機動隊少年レスリング部 中学1年
349 57Kg JWF22-03370 花原 大翔 ハナハラ ヒロト 東京都 第六機動隊少年レスリング部 中学3年
350 57Kg JWF22-04358 野坂 英壱 ノサカ ヒデイチ 福井県 FUKUIえんまCLUB 中学2年
351 57Kg JWF22-04359 山本 悠大 ヤマモト ユウタ 福井県 FUKUIえんまCLUB 中学3年
352 57Kg JWF22-04360 山出 稜己 ヤマデ イズキ 福井県 FUKUIえんまCLUB 中学3年
353 57Kg JWF22-03856 飯山 福斗 イイヤマ フクト 岐阜県 マイスポーツハウス 中学3年
354 57Kg JWF22-03685 ⻑沼 一汰 ナガヌマ イッタ 東京都 WRESTLE-WIN 中学2年
355 57Kg JWF22-04766 山田 文太 ヤマダ ブンタ 静岡県 浜松SSファイターズクラブ 中学2年
356 57Kg JWA22-02624 伊内 湊音 イナイ ミナト 山口県 下松市立末武中学校 中学1年
357 57Kg JWF22-04942 後藤 啓介 ゴトウ ケイスケ 千葉県 若葉レスリングクラブ 中学3年
358 57Kg JWF22-04466 河内 絆生 カワチ キズキ 奈良県 生駒市レスリングクラブ 中学3年
359 57Kg JWF22-04847 河内 朝登 カワウチ アサト 島根県 隠岐島前ｊｒ 中学3年
360 57Kg JWF22-04296 古川 音和 フルカワ トワ 埼玉県 高田道場 中学2年
361 57Kg JWF22-00807 松本 悠 マツモト ユウ 埼玉県 埼玉栄中学校 中学3年
362 57Kg JWF22-00831 塩塚 温大 シオヅカ ハルタ 埼玉県 埼玉栄中学校 中学2年
363 57Kg JWF22-02345 高橋 礼恩 タカハシ レオン 神奈川県 東海ジュニアレスリングクラブ 中学2年
364 57Kg JWF22-02762 成田 丞埜心 ナリタ ジョウノシン 神奈川県 東海ジュニアレスリングクラブ 中学3年
365 57Kg JWF22-00542 本多 世宝 ホンダ セイラ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学1年
366 57Kg JWF22-02513 谷津 琳太郎 ヤツ リンタロウ 群馬県 上州トレジャーレスリングクラブ 中学1年
367 57Kg JWF22-01438 土下 明起 ツチシタ ハルキ 京都府 舞鶴レスリングクラブ 中学2年
368 57Kg JWF22-05041 福田 大知 フクダ タイチ 岡山県 笠岡少年レスリングクラブ 中学3年
369 57Kg JWF22-01098 永田 裕生 ナガタ ユウセイ 神奈川県 MTX ACADEMY 中学1年
370 57Kg JWF22-01204 加藤 悠玖 カトウ ハルク 岐阜県 羽島市レスリング連盟 中学3年
371 57Kg JWF22-04195 星野 歩汰 ホシノ アラタ 群馬県 大間々レスリングクラブ 中学3年
372 57Kg JWF22-02035 田中 旦人 タナカ アサヒト 東京都 フィギュアフォークラブ 中学2年
373 57Kg JWF22-04181 前倉 洸 マエクラ コウ 京都府 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 中学3年
374 57Kg JWF22-04184 小⻄ 寿 コニシ ヒサシ 京都府 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 中学2年
375 57Kg JWF22-05140 佐々⽊ 柊夢 ササキ シュウム 千葉県 野田市立⽊間ケ瀬中学校 中学2年
376 57Kg JWF22-05148 日原 煌大 ヒハラ コウダイ 山梨県 韮崎工業ジュニアレスリングクラブ 中学2年
377 62Kg JWF22-01069 吉田 修 ヨシダ シュウ 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学1年
378 62Kg JWF-00241 吉田 海人 ヨシダ カイト 三重県 一志ジュニアレスリング教室 中学2年
379 62Kg JWF22-00145 廣田 和己 ヒロタ カズキ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学2年
380 62Kg JWF22-02023 鈴⽊ 承太郎 スズキ ジョウタロウ 東京都 MTX GOLDKIDS 中学2年
381 62Kg JWF22-00088 上原 眞志郎 ウエハラ シンシロウ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学3年
382 62Kg JWF22-00003 江口 翼 エグチ ツバサ 東京都 大田区立蓮沼中学校 AACC 中学3年
383 62Kg JWF22-03216 大門 大翔 ダイモン ヒロト 石川県 志賀町ジュニアレスリング教室 中学3年
384 62Kg JWF22-03296 鈴⽊ 槙馬 スズキ テンマ 和歌山県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学2年
385 62Kg JWF22-04229 鍋坂 佳嗣 ナベサカ ヨシ 香川県 香川県立高松北中学校 中学1年
386 62Kg JWF22-04474 山下 蒼太 ヤマシタ ソウタ 香川県 香川県立高松北中学校 中学3年
387 62Kg JWF22-03851 髙橋 世那 タカハシ セナ 滋賀県 日野中学校 日野レスリングクラブ 中学3年
388 62Kg JWF22-01786 成田 平司 ナリタ ヘイジ ⻘森県 レスリングチーム⻘森クラブジュニア 中学2年
389 62Kg JWF22-04482 市原 工裕 イチハラ コウスケ 香川県 高松レスリングクラブ 中学2年
390 62Kg JWF22-01221 門平 大和 カドヒラ ヒロト 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学2年
391 62Kg JWF22-00497 小形 晃奨 オガタ コウスケ 埼玉県 フェニックスクラブ 中学1年
392 62Kg JWF22-00495 田中 智大 タナカ トモヒロ 埼玉県 フェニックスクラブ 中学3年
393 62Kg JWF22-00611 堀田 陽太 ホッタ ヒナタ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学1年
394 62Kg JWF22-00604 菊池 正真 キクチ ショウマ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学2年
395 62Kg JWF22-03980 水橋 毅 ミズハシ タケシ 東京都 江⼾川区立小岩第三中学校 中学1年
396 62Kg JWF22-04419 ⻄田 隼人 ニシダ ハヤト 山口県 山口アカデミー 中学2年
397 62Kg JWF22-01717 春田 雅和 ハルタ マサカズ 福井県 HAKOBEE SPORTS FUKUI 中学3年
398 62Kg JWF22-01636 構 信之介 カマエ シンノスケ 群馬県 おおたスポーツ学校 中学2年
399 62Kg JWF22-00114 篠塚 直輝 シノヅカ ナオキ 千葉県 佐倉レスリングクラブ 中学3年
400 62Kg JWF22-00158 髙橋 悠汰 タカハシ ユウタ 栃⽊県 下野サンダーキッズレスリングクラブ 中学2年
401 62Kg JWF22-00029 辻 悠人 ツジ ユウト 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学3年
402 62Kg JWF22-04479 新井 悠生 アライ ユウセイ 茨城県 水⼾市立第四中学校 中学2年
403 62Kg JWF22-01551 里村 絆徳 サトムラ ハント 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学3年
404 62Kg JWF22-01552 山田 亮清 ヤマダ リョウセイ 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学3年
405 62Kg JWF22-01553 水倉 力 ミズクラ リキ 新潟県 巻っずレスリングクラブ 中学2年



406 62Kg JWF22-02902 金⻑ 慧樹 カネナガ サトキ 埼玉県 WAKO Wrestling Club 中学3年
407 62Kg JWF22-02402 紫和 純平 シワ ジュンペイ 香川県 善通寺レスリングクラブ 中学2年
408 62Kg JWF22-01585 野口 佳佑 ノグチ ケイスケ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学3年
409 62Kg JWF22-01587 坂本 柊 サカモト シュウ 北海道 帯広レスリングクラブ 中学3年
410 62Kg JWF22-02318 古川 琥生 フルカワ コウ ⻘森県 野辺地ジュニアレスリングクラブ 中学3年
411 62Kg JWF22-01156 河村 碧士 カワムラ アオシ 沖縄県 嘉手納レスリングクラブ 中学1年
412 62Kg JWF22-03275 大森 優多郎 オオモリ ユウタロウ 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学2年
413 62Kg JWF22-03268 有田 万愛仁 アリタ マアト 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学3年
414 62Kg JWF22-00516 坂本 大星 サカモト タイセイ 茨城県 霞ヶ浦レスリングクラブ 中学2年
415 62Kg JWF22-04923 土居 太志朗 ドイ タイシロウ 愛媛県 今工クラブ 中学3年
416 62Kg JWF22-04939 池田 咲太郎 イケダ サクタロウ 愛媛県 松山レスリングクラブ 中学3年
417 62Kg JWF22-03680 益子 絋太郎 マシコ コタロウ 東京都 WRESTLEｰWIN 中学3年
418 62Kg JWF22-04501 笛⽊ 一蕗 フエキ イチロ 群馬県 伊勢崎スパークラーズ 中学1年
419 62Kg JWF22-00857 辻田 陽咲 ツジタ ヨウサク 大阪府 吹田市⺠レスリング教室 中学3年
420 62Kg JWF22-03177 小田 創万 オダ ソウマ 岐阜県 美濃加茂レスリングクラブ 中学1年
421 62Kg JWF22-04991 鈴⽊ 眞 スズキ マコト 静岡県 焼津リトルファイターズ 中学3年
422 62Kg 080-6413-8130 水谷 和翔 ミズタニ カズト 宮崎県 くしまグリーンホース 中学3年
423 62Kg JWF22-04447 石井 颯真 イシイ ソウマ 福島県 いわき市立平第三中学校 中学2年
424 62Kg JWF22-00179 竹内 健太郎 タケウチ ケンタロウ 神奈川県 横須賀ジュニアレスリングクラブ 中学3年
425 62Kg JWF22-00177 金子 日明 カネコ アキラ 神奈川県 横須賀ジュニアレスリングクラブ 中学2年
426 62Kg JWF22-05010 小須賀 駿太 コスガ シュンタ 群馬県 千代田ジュニアレスリングクラブ 中学2年
427 62Kg JWF22-04295 古瀬 祐太 フルセ ユウタ 東京都 高田道場 中学3年
428 62Kg JWF22-00829 丸田 龍平 マルタ リョウヘイ 埼玉県 埼玉栄中学校 中学3年
429 62Kg JWF22-02006 森田 陵右 モリタ リョウスケ 群馬県 上州トレジャーレスリングクラブ 中学3年
430 62Kg JWF22-00443 福井 橙空 フクイ ダイア 静岡県 藤枝市立葉梨中学校 中学3年
431 62Kg JWF22-02166 今室 有惺 イマムロ ユウセ 茨城県 取手レスリングクラブ 中学1年
432 62Kg JWF22-02445 白糠 錬太郎 シラヌカ レンタロウ ⻘森県 Jcc十和田レスリングスポーツ少年団 中学1年
433 62Kg JWF22-01203 加藤 源大 カトウ ゲンダイ 岐阜県 羽島市レスリング連盟 中学3年
434 62Kg JWF22-02732 鶴屋 玲央 ツルヤ レオ 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学2年
435 62Kg JWF22-04189 阪田 一燈 サカタ イットウ 京都府 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 中学1年
436 62Kg JWF22-05139 渡邊 龍 ワタナベ リュウ 東京都 日本工業大学駒場中学校 中学1年
437 68Kg JWF22-00431 篠原 優玖 シノハラ ユウキ 静岡県 FUJIモンスターズ 中学3年
438 68Kg JWF22-00946 生嶋 ⻁太郎 ショウジマ コタロウ 福岡県 北九州レスリングクラブ 中学2年
439 68Kg JWF22-02021 秋保 大地 アキホ ダイチ 東京都 MTX GOLDKIDS 中学3年
440 68Kg JWF22-02025 丸山 涼平 マルヤマ リョウヘイ 東京都 MTX GOLDKIDS 中学1年
441 68Kg JWF22-00300 濱本 侑太郎 ハマモト ユウタロウ 静岡県 ⻑泉ファイティングエンジェルス 中学3年
442 68Kg JWF22-01756 中⻄ 護 ナカニシ マモル 香川県 多度津中学校 中学3年
443 68Kg JWF22-00848 尾野 祥幸 オノ ヤスタカ 和歌山県 堺ジュニアレスリングクラブ 中学1年
444 68Kg JWF22-03291 稗田 集 ヒエダ シュウ 和歌山県 新宮ジュニアレスリングクラブ 中学3年
445 68Kg JWF22-00884 中田 廉 ナカダ レン 鹿児島県 TEAM☆SATSUMA 中学3年
446 68Kg JWF22-03852 道上 陽翔 ミチウエ ハルト 滋賀県 日野中学校 日野レスリングクラブ 中学3年
447 68Kg JWF22-03847 ⼾田 琉輝 トダ ルイト 滋賀県 日野中学校 日野レスリングクラブ 中学2年
448 68Kg JWF22-01223 成瀬 友喜 ナルセ ユウキ 愛知県 刈谷レスリングクラブ 中学3年
449 68Kg JWF22-00610 弓矢 翔太 ユミヤ ショウタ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学3年
450 68Kg 71 花盛 奏太 ハナモリ ソウタ 兵庫県 猪名川レスリングクラブ 中学3年
451 68Kg JWF22-01956 太田 昇聖 オオタ ショウセイ 千葉県 市川コシティクラブ 中学3年
452 68Kg JWF22-01957 新家谷 倖和 シンケヤ ユキト 千葉県 市川コシティクラブ 中学3年
453 68Kg JWF22-04497 藤瀬 夏唯 フジセ カイ 佐賀県 鳥栖レスリングクラブ 中学2年
454 68Kg JWF22-02038 ⿊鳥 勇斗 クロトリ ハヤト 群馬県 PALAISTRA 中学3年
455 68Kg JWF22-02433 和田 三志郎 ワダ サンシロウ 群馬県 館林ジュニアレスリングクラブ 中学1年
456 68Kg JWF22-01826 平松 我龍 ヒラマツ ガリュウ 愛知県 愛知県豊明市立栄中学校 中学2年
457 68Kg JWF22-04818 上田 璃人 ウエダ リヒト 兵庫県 Bonds 中学2年
458 68Kg JWF22-03287 新井 翔大 アライ ショウタ 神奈川県 相模原市立清新中学校 中学2年
459 68Kg JWF22-04925 井手 清志郎 イデ キヨシロウ 愛媛県 今工クラブ 中学2年
460 68Kg JWF22-04366 渡邉 哲平 ワタナベ テッペイ 福井県 FUKUIえんまCLUB 中学3年
461 68Kg JWF22-03857 堤 大智 ツツミ ダイチ 岐阜県 マイスポーツハウス 中学3年
462 68Kg JWF22-03681 田中 陸 タナカ リク 東京都 WRESTLEｰWIN 中学3年
463 68Kg JWF22-03687 小室 慶太朗 コムロ ケイタロウ 東京都 WRESTLE-WIN 中学1年
464 68Kg JWF22-00944 山中 創太 ヤマナカ ソウタ 神奈川県 磯工ベアーズレスリングクラブ 中学2年
465 68Kg JWF22-04752 小澤 幸将 オザワ コウスケ 山梨県 北杜レスリング 中学3年
466 68Kg JWF22-00827 福井 大翔 フクイ ヤマト 埼玉県 埼玉栄中学校 中学3年
467 68Kg JWF22-05029 小林 幸太郎 コバヤシ コウタロウ 広島県 FIVE☆STAR 中学3年
468 68Kg JWF22-01803 岡田 昇大 オカダ ショウタ 千葉県 松⼾ジュニアレスリングクラブ 中学3年
469 68Kg JWF21-05777 大庭 悠生 オオニワ ユウセイ 富山県 高岡市立五位中学校 中学2年
470 68Kg JWF22-01210 日比野 雄大 ヒビノ ユウダイ 岐阜県 羽島市レスリング連盟 中学3年
471 68Kg JWF22-04907 蟹 陽向 カニ ヒナタ 大阪府 大阪市立井高野中学校レスリング部 中学2年
472 68Kg JWF22-04783 竹崎 千樹 タケサキ センジュ 佐賀県 鹿島レスリングクラブ 中学2年
473 75Kg JWF22-00378 吉村 聡哲 ヨシムラ ソウテツ 京都府 舞鶴市立和田中学校 中学3年



474 75Kg JWF22-04262 吉田 悠耶 ヨシダ ユウヤ ⻑崎県 OMURA TOP TEAM 中学3年
475 75Kg JWF22-04229 石原 楽大 イシハラ ガク 香川県 香川県立高松北中学校 中学1年
476 75Kg JWF22-03053 金澤 永和 カナザワ トワ 千葉県 柏市立中原中学校 柏レスリングクラブ 中学1年
477 75Kg JWF22-02106 竹井 蓮人 タケイ レント 宮崎県 フェニックスキッズレスリングクラブ 中学3年
478 75Kg JWF22-02175 宮田 翔真 ミヤタ ショウマ 鹿児島県 鹿児島レスリングクラブ 中学2年
479 75Kg JWF22-02507 横山 慎志 ヨコヤマ シンジ 埼玉県 HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB 中学3年
480 75Kg JWF22-02462 寺村 壮太 テラムラ ソウタ 大阪府 四條畷レスリングクラブ 中学2年
481 75Kg JWF22-02229 櫻井 飛和 サクライ トワ 東京都 町田ゼルビアレスリングスクールゼロス 中学2年
482 75Kg JWF22-02195 後藤 正太郎 ゴトウ ショウタロウ 愛知県 特定非営利活動法人ナゴヤレスリングアカデミー 中学3年
483 75Kg JWE22-02487 五十嵐 龍之介 イガラシ リュウノスケ 山形県 鶴岡市立羽⿊中学校 中学1年
484 75Kg JWF22-01520 嵐 唯翔 アラシ ユイト 福島県 郡山レスリングクラブ 中学1年
485 75Kg JWF22-04476 河原⽊ 隆太 カワラギ リュウタ 茨城県 水⼾市立第四中学校 中学3年
486 75Kg JWF22-04401 積⽊ 駿哉 ツムキ シュンヤ 東京都 東実ジュニア 中学3年
487 75Kg JWF22-04557 河野 功多朗 カワノ コウタロウ 宮崎県 宮崎イースト 中学3年
488 75Kg JWF22-04559 田原 想羅 タハラ ソラ 宮崎県 宮崎イースト 中学3年
489 75Kg JWF22-01848 太田 瑛斗 オオタ エイト 東京都 日本工業大学駒場中学校 中学3年
490 75Kg JWF22-01856 濱田 大喜 ハマダ タイキ 東京都 日本工業大学駒場中学校 中学2年
491 75Kg JWF22-03271 松嶋 攻 マツシマ コウ 和歌山県 和歌山レスリングクラブ 中学3年
492 75Kg JWF22-01235 矢野 安章 ヤノ ヤスアキ 愛媛県 今工クラブ 中学3年
493 75Kg JWF22-04381 濱谷 藍人 ハマヤ アイト 北海道 札幌レスリングクラブ 中学1年
494 75Kg JWF22-02472 小林 賢弥 コバヤシ サトヤ 大阪府 大阪体育大学浪商中学校 中学2年
495 75Kg JWF22-05173 村本 恵二郎 ムラモト ケイジロウ 岡山県 総社⻄中学校 中学1年
496 85Kg JWF22-00759 鈴⽊ 獅心 スズキ シシン 愛知県 四日市ジュニアレスリングクラブ 中学3年
497 85Kg JWF22-00947 田中 初樹 タナカ ハヅキ 福岡県 北九州レスリングクラブ 中学2年
498 85Kg JWF22-02022 田村 大翔 タムラ ヒロト 東京都 MTX GOLDKIDS 中学2年
499 85Kg JWF22-01751 内田 翔大 ウチダ ショウタ 香川県 多度津中学校 中学3年
500 85Kg JWF22-03605 ⽊崎 太賀 キザキ タイガ 千葉県 柏レスリングクラブ 中学2年
501 85Kg JWF22-01785 伊藤 龍駆 イトウ リュウク ⻘森県 レスリングチーム⻘森クラブジュニア 中学2年
502 85Kg JWF22-00605 菊池 正義 キクチ マサヨシ 三重県 INABEレスリングアカデミー 中学3年
503 85Kg 2214 根岸 祥嗣 ネギシ アキツグ 埼玉県 BRAVE 中学2年
504 85Kg JWF22-01642 丹山 世梛 ニヤマ セナ 群馬県 おおたスポーツ学校 中学3年
505 85Kg JWF22-00518 矢口 瞳真 ヤグチ トウマ 茨城県 霞ヶ浦レスリングクラブ 中学3年
506 85Kg JWF22-04940 相原 大河 アイバラ タイガ 愛媛県 松山レスリングクラブ 中学3年
507 85Kg JWF22-04990 菊地 洋向 キクチ ヒロム 山形県 Future Dream Wrestling Club 中学1年
508 85Kg JWF22-00465 淺野 称志 アサノ ノリユキ 神奈川県 NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA 中学3年
509 85Kg JWF22-05009 今井 善 イマイ ゼン 群馬県 千代田ジュニアレスリングクラブ 中学2年
510 85Kg JWF22-04751 諸星 悠也 モロホシ ユウヤ 埼玉県 埼玉栄中学校 中学1年
511 85Kg JWF22-03110 中沢 友貴 ナカザワ トモキ 山梨県 山梨ジュニアレスリングクラブ 中学2年
512 85Kg JWF22-03109 ⿊澤 佑日 クロサワ ユウヒ 山梨県 山梨ジュニアレスリングクラブ 中学2年
513 85Kg JWF22-05079 中田 悠希 ナカダ ユウキ 千葉県 野田市立二川中学校 中学3年
514 85Kg JWF22-05138 大塚 健太 オオツカ ケンタ 東京都 日本工業大学駒場中学校 中学1年
515 85Kg JWF22-05172 村本 紳一郎 ムラモト シンイチロウ 岡山県 総社⻄中学校 中学3年
516 85Kg〜110Kg JWF22-02666 江上 海翔 エガミ ミト 東京都 ESKアカデミー 中学2年
517 85Kg〜110Kg JWF22-02509 竹澤 光 タケザワ ヒカル 埼玉県 HANASAKI Jr. WRESTLING CLUB 中学2年
518 85Kg〜110Kg JWF22-02091 水田 謙壮 ミズタ ケンソウ 千葉県 パラエストラ・チームリバーサル 中学2年
519 85Kg〜110Kg JWF22-04402 里見 健 サトミ タケル 東京都 東実ジュニア 中学2年
520 85Kg〜110Kg JWF22-03371 リボウィッツ 和⻘ リボウィッツ ノア 東京都 第六機動隊少年レスリング部 中学3年
521 85Kg〜110Kg JWF22-02473 ⻑谷川 大和 ハセガワ ヤマト 大阪府 大阪体育大学浪商中学校 中学3年
522 85Kg〜110Kg JWF22-04910 新田 健人 ニッタ ケント 大阪府 大阪市立井高野中学校レスリング部 中学3年


