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28 大　谷　凌　斗 MATSUDO 鈴　木　健　斗 焼津リトル 関　　　竜　惺 HITACHI 横　塚　唯　月 焼津Jr.

30 津　崎　瑛　音 SUITA 滝　田　宗　虎 SAKURA 粟　野　照　丈 市川コシティ 堂　田　　　迅 舞鶴レスリング

33 保　坂　彪　悟 フェニックスＣ 今　田　蒼　大 髙田道場 岩　崎　航　大 INAGAWA 永　井　斗　梨 市川コシティ

36 廣　田　悠　真 INAGAWA 白　井　　　汰 TB by SU 清　水　千　晃 焼津Jr. 齊　藤　　　福 六機KID'S

39 高　橋　侑　宇 ＩＷＣ 加　藤　丈　誠 HASHIMA 清　瀬　天絆明 くりもり 西　川　　　朔 LOTUS

42 佐　藤　　　侑 リットウクラブ 伊　内　翔　絃 徳山 庵　野　武　琉 堺ジュニア 河　瀬　央　介 くりもり

46 今　井　絢　太 ＡＡＣＣ 髙　田　健太朗 髙田道場 構　　　琉之介 OSA 小　川　璃　久 中津川ジュニア

50 谷　川　太　人 髙田道場 三　浦　龍　拳 ワジマクラブ 谷　　　翔　太 INAGAWA 柴　木　　　丈 JYOSHU

55 坂　野　蒼　空 茨木レスリング 櫻　林　駿　凛 花咲Jr. 小　瀬　有太郎 マイスポーツ 山　下　修　蔵 BRAVE

60 舩　越　海　瑠 THUNDER 小　脇　晴　馬 堺ジュニア 芳　賀　倖　生 GETONE 根　岸　宗　誉 BRAVE

+65 鈴　木　大　晴 フェニックスＣ 松　本　　　衛 焼津Jr. 里　見　　　昴 東実ジュニア 染　谷　　　陸 リバーサル

33 依　田　尚　樹 SAKU 平　山　勢汰郎 INABE 柴　山　　　盟 北九州 春　日　唯　都 HAKOBEE TOKYO

36 古　澤　　　陸 茨木レスリング 古　澤　　　健 茨木レスリング 日　方　雄一郎 WAKITA 田　中　真紀斗 フェニックスＣ

39 福　井　寧　桜 焼津Jr. 佐　藤　那　都 BRAVE 松　實　大　地 Shingu 前　原　大　晟 Wellness Kids

42 森　藤　平　蔵 トイカツ道場 ガレダギ　愛　千 ＩＷＣ 宮　本　参　歩 Shingu 神　河　勇　吹 リバーサル

46 久　保　颯　大 MTX GOLDKIDS 永　田　聖　魁 Wrestle-Win 佐　野　叶　和 Shingu 大　山　塁　児 髙田道場

50 吉　成　大　門 NEXUS 中　上　　　航 HOKUTO 和　田　欣　也 SUITA 渡　辺　葵　衣 柏クラブ

55 金　城　幸　悠 カデナクラブ 中　村　青　澄 四日市ジュニア 齋　藤　隆　博 AJPW.ｊｒ 片　松　幸　誠 Takamatsu CLUB

60 山　﨑　陸　虎 山田クラブ 久　保　馨士朗 東長崎 藤　田　　　禄 AOMORI 谷　津　悠　仁 JYOSHU

65 萩　野　貴　大 INABE 庵　野　桜　暉 堺ジュニア 中　川　栞　汰 KODAMA 北　原　　　朔 PUREBRED

+70 林　　　絆　斗 AMINO 秋　保　　　光 MTX GOLDKIDS 藤　本　凛　駆 小浜キッズ 山　田　大　翔 小浜キッズ

30 志　田　向夏花 HASHIMA 佐　藤　莉　桜 TOKAI Jr 小　島　明　紗 SUITA 小　原　優　乃 Fire Boys

33 松　下　奈　々 WAKITA 伊　藤　夢　桜 ワジマクラブ 安　田　泉　美 ENJOY 馬　渡　望　園 四日市ジュニア

36 東　　　海　里 フェニックスＣ 島　谷　幸　実 野辺地クラブ 長谷部　なあさ 旭川クラブ 江　藤　かん奈 くしまGH

40 岡　本　悠　里 Wrestle-Win 吉　田　埜　愛 フェニックスＣ 楠　見　真　波 隠岐島前Jr 成　田　悠　華 AOMORI

44 苅　谷　萌々香 OSA 眞　鍋　果　歩 SUITA 平　田　萌々美 SUITA 佐々木　稟　心 jrwcs

48 田　中　彩　心 WAKITA 宮　本　彩　羽 すくも 石　井　愛加里 JYOSHU

+48 吾　郷　綺　咲 KAMO B&G 名　越　夏　芽 隠岐島前Jr 小　嶋　望　心 すくも 関　田　穂　花 JYOSHU

33 鸙　野　咲　幸 ENJOY 佐々木　なつみ TORIDE 岩　橋　心　菜 WAKITA 鈴　木　菜　花 くしまGH

36 矢　野　朱　莉 ＦＦＣ 牧　野　心　咲 日南SC 小　倉　緋　彩 jrwcs 谷　口　花　歩 FIVE☆STAR

44 友　清　里依咲 ３ＲＩＮＧＳ 西　尾　羽　珠 東広島 菅　原　早　穂 磯工ベアーズ 堤　　　芽衣子 マイスポーツ

48 柴　田　さくらこ FIVE☆STAR 小　林　叶　実 NUMAZU 中　田　琉　愛 SATSUMA 辻　　　潤　奈 INAGAWA

53 鈴　木　琳　媛 くりもり 祖父江　瑠　香 至学館 佐　古　光　優 市川コシティ

58 長　野　　　楓 ESK 花　井　小　梅 THUNDER 水　上　琥　珀 HAKOBEE TOKYO 藤　瀬　瑠　唯 KASHIMA

+58 大　森　玲　依 WHWC 林　　　美琉子 AMINO 伊　藤　新　菜 至学館 田　中　いおり 東洋大倶楽部
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第27回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
東京・板橋区立植村記念加賀スポーツセンター

階　級 第１位 第２位 第３位


