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24 内　藤　陽　心 INAGAWA 橋　本　　　健 INAGAWA 山　鹿　仁士朗 MATSUDO 西　川　　　颯 同志社クラブ

26 波多野　球　真 京都東山 加　治　誠士郎 OBENO 江　上　騎　皇 ESK 門　脇　光　駕 リバーサル

28 大　畑　慶　悟 同志社クラブ 楠　見　　　海 隠岐島前Jr 洞　口　大　楽 マイスポーツ 平　野　　　力 NISSIN

30 志　田　大　耀 HASHIMA 秋　保　　　実 MTX GOLDKIDS 佐々木　駿　介 TORIDE 乳　井　一　樹 髙田道場（東京）

33 中　村　葵　志 ENJOY 濱　田　虎大郎 すくも 辻　村　亮　輔 中津川ジュニア 大　嶋　恭　弥 北志館

36 安　藤　賢　悟 SUITA 砂　原　瑛　太 天塩ちびっ子 片　桐　大　誠 INAGAWA 笠　本　大　地 刈谷クラブ

39 三　谷　洸　心 リバーサル 持　田　光　紀 KAMO B&G 上原ケンドリック喬吾 ZUSHI 宇　野　育　実 マイスポーツ

46 工　藤　蒼　大 フェニックスＣ 水　谷　星　朗 旭川クラブ 赤　瀬　智　紀 茨木レスリング

＋46 関　谷　樹　良 SAKURA 江　泉　凌　馬 SPIDER

26 牛　窓　尊　天 NEXUS 中　溝　案　理 刈谷クラブ 坂　口　麟太郎 Wrestle-Win 相　田　凌　旺 MITO

28 丸　岡　大　騎 Wrestle-Win 片　山　聡　太 SUITA 寳　嶋　勲　嗣 NEXUS 野　坂　勇　人 FUKUI EMMA

30 太　田　恵　人 Wrestle-Win 大河原　武　蔵 Wrestle-Win 那　須　契　我 WAKITA 本　田　匠　叶 BRAVE

33 水　澤　宏　太 ＦＦＣ 中　島　慶志朗 オビヒロクラブ 當　間　嗣　洋 NEXUS 山　﨑　海　音 山田クラブ

36 永　田　弥　來 Wrestle-Win 山　道　泰　斗 NUMAZU 小　菅　航　司 NGJW 八　木　琥太郎 トイカツ道場

39 三　好　勇　杜 堺ジュニア 橋　本　昂　弥 焼津Jr. 山　縣　仁　竜 OBENO 細　川　翔　楽 AOMORI

42 堀　本　瑛　心 LOTUS 阿　部　凌　大 NEXUS 山　根　賢　吾 隠岐島前Jr 植　木　優　河 SAKURA

46 古　川　翔　稀 野辺地クラブ 松　岡　拓　海 徳山 大　島　脩次郎 舞鶴レスリング

50 森　　　海　翔 四日市ジュニア 金　井　耀　大 堺ジュニア 北　岡　勇　人 HINO 竹　内　一　翔 堺ジュニア

＋50 犬　塚　大　翔 浜松SSFC 根　本　廉　丈 龍ヶ崎 佐　藤　瑛　虎 エフジェイ 奥　田　颯　大 Shingu

26 大　谷　凌　斗 MATSUDO 横　塚　唯　月 焼津Jr. 鈴　木　健　斗 焼津リトル 一　圓　政　宗 JYOSHU

28 粟　野　照　丈 市川コシティ 堂　田　　　迅 舞鶴レスリング 津　崎　瑛　音 SUITA 佐　生　勝　飛 滑川

30 細　野　維　心 ＩＷＣ 伊　藤　青　桔 Wrestle-Win 森　　　智　輝 ＦＦＣ 邑　上　泰　一 MATSUDO

33 清　水　千　晃 焼津Jr. 岡　村　篤　樹 jrwcs 白　井　　　汰 TB by SU 今　田　蒼　大 髙田道場（福岡）

36 清　瀬　天絆明 GLORIA 加　藤　丈　誠 HASHIMA 廣　田　悠　真 INAGAWA 堤　　　空　葵 まきっず

39 佐　藤　　　侑 リットウクラブ 西　川　　　朔 LOTUS 齊　藤　　　誉 六機KID'S 河　瀬　央　介 AJPW.ｊｒ

42 今　井　絢　太 ＡＡＣＣ 小　川　璃　久 中津川ジュニア 伊　内　翔　絃 徳山 構　　　琉之介 OSA

46 髙　田　健太朗 髙田道場（東京） 谷　川　太　人 髙田道場（東京） 小　瀬　有太郎 マイスポーツ 柴　木　　　丈 JYOSHU

50 坂　野　蒼　空 茨木レスリング 三　浦　龍　拳 ワジマクラブ 菊　池　凰　雅 P.K.W.C 山　下　修　蔵 BRAVE

55 櫻　林　駿　凛 花咲Jr. 佐　藤　　　岳 トイカツ道場 根　岸　宗　誉 BRAVE

60 舩　越　海　瑠 THUNDER 髙　橋　諒　大 THUNDER 金　野　斗　真 生駒 小　脇　晴　馬 堺ジュニア

＋65 鈴　木　大　晴 フェニックスＣ 松　本　　　衛 焼津Jr. 染　谷　　　陸 リバーサル

30 日　方　雄一郎 WAKITA 宮　本　卓　馬 INAGAWA 濵　﨑　大　智 OTT 川　崎　綜　友 KUSHIMA

33 古　澤　　　健 茨木レスリング 古　澤　　　陸 茨木レスリング 楠　本　龍　星 SUITA 山　内　悠　晟 田島

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

39 ガレダギ　愛千 ＩＷＣ 神　河　勇　吹 リバーサル 三　谷　栄　心 リバーサル 松　實　大　地 Shingu

42 森　藤　平　蔵 トイカツ道場 久　保　颯　大 MTX GOLDKIDS 宮　本　参　歩 Shingu 永　田　聖　魁 Wrestle-Win

46 長谷川　　　蓮 四日市ジュニア 大　山　塁　児 髙田道場（福岡） 和　田　欣　也 SUITA 渡　辺　葵　衣 柏クラブ

50 中　上　　　航 HOKUTO 吉　成　大　門 NEXUS 河　又　裕　大 POGONA 山　﨑　陸　虎 山田クラブ

55 金　城　幸　悠 カデナクラブ 片　松　幸　誠 Takamatsu CLUB 谷　津　悠　仁 JYOSHU 石　原　羚　亜 美濃加茂

60 萩　野　貴　大 INABE 庵　野　桜　暉 堺ジュニア 中　川　栞　汰 KODAMA 上　田　朝　大 acL

65 吉　田　将　悠 一志ジュニア 阿　部　佑　亮 NEXUS 玉　井　蒼　祐 熊野路 辻　　　晴　也 北九州

＋70 秋　保　　　光 MTX GOLDKIDS 林　　　絆　斗 AMINO 松　山　上太郎 TB by SU 佐　藤　大　真 リバーサル

24 大　地　琴　奏 まきっず 西　田　晴　歩 同志社クラブ 小　島　有梨花 TORIDE 榎　峠　愛　香 ワセクラ

26 清　水　心　葉 焼津Jr. 上　原　志　和 INAGAWA 松　山　紗　悠 京都八幡 池　上　心　優 みぶチビレス

28 ガレダギ　亜凛 ＩＷＣ 宮　部　はづき TORIDE 巴　　　更　紗 Fire Boys 今　井　園　乃 ＡＡＣＣ 

30 古　田　乙　峰 MTX GOLDKIDS 中　田　咲　莉 SATSUMA 黒　田　あ　い マイスポーツ 柳　田　　　明 刈谷クラブ

36 村　山　　　環 練馬谷原くらぶ 岩　崎　心　波 TB by SU 笛　木　紬　衣 SPARKLERS 竹　山　未　琴 ENJOY

＋36 野　口　　　姫 鹿屋中央 佐　藤　優　妃 YJWC 杉　原　寧　々 INAGAWA 浦　田　沙　椰 追分勲武館

24 嶋　田　初　季 AMINO 内　田　帆　乃 ICHINOMIYA 細　谷　朱　里 Takamatsu CLUB 辻　　　いろは TOBA

28 内　田　実　那 MTX ACADEMY 内　田　奈　那 MTX ACADEMY 前　田　笑　里 GLORIA 大　野　みな実 ワセクラ

30 郡　　　紗　良 INAGAWA 池　田　果　穂 焼津Jr. 飯　塚　心　已 THUNDER 平　山　栞　那 INABE

33 藤　本　陽　華 IKUEI 吉　田　玲　衣 フェニックスＣ 阿　達　青　空 松山クラブ 福　田　和　奏 東広島

36 町　田　紀　杏 ＦＦＣ 佐　藤　遥　妃 YJWC 峯　　　莉里香 市川コシティ 酒　井　愛　由 FDWC

40 武　田　玲　菜 トコナメ 柿　田　　　笑 Wrestle-Win 土　屋　日　彩 Wrestle-Win

44 大　川　光　江 KASUMI 角　谷　芽　咲 高岡ジュニア 太　田　麗　心 市川コシティ

＋44 柳　町　美　月 T-KIDS 駒　田　　　諒 NUMAZU 菊　地　　　旭 THUNDER

28 志　田　向夏花 HASHIMA 小　島　明　紗 SUITA 本　名　沙　羽 まきっず 石　田　杏　莉 焼津リトル

30 佐　藤　莉　桜 TOKAI Jr 小　原　優　乃 Fire Boys 波多野　愛　鈴 京都東山 安　田　泉　美 ENJOY

33 吉　田　埜　愛 フェニックスＣ 島　谷　幸　実 野辺地クラブ 小　山　実　久 INAGAWA 杉　林　羅　夢 SUITA

36 岡　本　悠　里 Wrestle-Win 東　　　海　里 フェニックスＣ 近　藤　瑞　姫 近藤道場 西　尾　紗　羽 東広島

40 平　田　萌々美 SUITA 佐々木　稟　心 jrwcs 眞　鍋　果　歩 SUITA 生　嶋　小　梅 北九州

44 苅　谷　萌々香 OSA 石　井　愛加里 JYOSHU 森　　　麻里香 焼津リトル 田　島　愛　梨 北九州

48 吾　郷　綺　咲 KAMO B&G 宮　本　彩　羽 すくも 川　村　美咲希 PANCRASEOSAKA 小　嶋　望　心 すくも

＋48 名　越　夏　芽 隠岐島前Jr 関　田　穂　花 JYOSHU

30 佐々木　なつみ TORIDE 岩　橋　心　菜 WAKITA 伊　東　詩　心 茨木レスリング

33 鸙　野　咲　幸 ENJOY 鈴　木　菜　花 KUSHIMA 古　市　せ　ら NODA 下　島　小　歩 コクシカン

36 矢　野　朱　莉 ＦＦＣ 牧　野　心　咲 日南SC 小　倉　緋　彩 jrwcs 志　田　野乃美 練馬谷原くらぶ

40 西　尾　羽　珠 東広島 友　清　里依咲 ３ＲＩＮＧＳ 菅　原　早　穂 磯工ベアーズ 尻無濵　せ　な Wrestle-Win

45 柴　田　さくらこ FIVE☆STAR 小　林　叶　実 NUMAZU 笠　本　芽　咲 刈谷クラブ 堤　　　芽衣子 マイスポーツ

49 入　江　　　楓 IKUEI 鈴　木　琳　媛 くりもり 三　好　優　衣 堺ジュニア 中　田　琉　愛 SATSUMA

53 辻　　　潤　奈 INAGAWA 長　野　　　楓 ESK 棚　田　陽　葵 茨木レスリング 山　根　一　夏 隠岐島前Jr

58 花　井　小　梅 THUNDER 田　中　いおり TOYO 水　上　琥　珀 HAKOBEE TOKYO 藤　瀬　瑠　唯 KASHIMA

＋58 飯　田　　　奏 NEXUS 大　森　玲　依 WHWC 伊　藤　新　菜 至学館 林　　　美琉子 AMINO
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