
男子 59 kg級 男子 59 kg級
1R 2R 3R 準々決勝 準決勝 準決勝 準々決勝 3R 2R 1R

No   選手名 都道府県名   所　属（学校名・学年） No   選手名 都道府県名   所　属（学校名・学年）

JOCエリートアカデミー 高松北中学校

(北区立稲付中 3) (香川県立高松北中 2)

東海ジュニアレスリングクラブ はんのう山中道場

(厚木市立依知中 1) (青梅市立泉中 3)

八戸クラブ 郡山レスリング

(三戸町立三戸中 2) (三春町立三春中 3)

小諸市立芦原中学校 日野レスリングクラブ

(小諸市立芦原中 3) (日野町立日野中 3)

滑川ジュニアレスリングチーム 倉吉レスリングクラブ

(滑川市立早月中 2) (倉吉市立東中 3)

巻っずレスリングクラブ 水戸市立第四中学校

(新潟市立巻西中 2) (水戸市立第四中 2)

和歌山レスリングクラブ 徳山チビッ子レスリングクラブ

(和歌山市立東中 3) (周南市立太華中 3)

佐倉レスリングクラブ 本田多聞レスリングスクール

(佐倉市立佐倉東中 3) (狛江市立狛江第三中 3)

くしま GREEN HORSE クラブ 猛禽屋レスリングクラブ

(串間市立福島中 2) (牛久市立下根中 3)

東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 上田レスリングクラブ

(東広島市立磯松中 3) (上田市立第六中 1)

一宮工クラブ 磯工クラブ

(清須市立春日中 3) (大田区立東蒲中 1)

宮古ジュニアレスリング RED BULL WRESTLING CLUB

(宮古市立第一中 1) (仙台市立第一中 1)

日野レスリングクラブ 今工クラブ

(日野町立日野中 1) (今治市立日吉中 3)

本田多聞レスリングスクール 嘉手納レスリングクラブ

(川崎市立西中原中 2) (北中城村立北中城中 1)

城南中学校 邑楽ジュニアレスリングクラブ

(宇和島市立城南中 2) (邑楽町立邑楽中 3)

霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ KRAZY BEE

(かすみがうら市立下稲吉中 1) (大田区立蓮沼中 1)

米沢アルカディアJr.クラブ 北志館道場

(米沢市立第一中 2) (秋田市立城東中 2)

明和レスリングクラブ 東海ジュニアレスリングクラブ

(明和町立明和中 1) (茅ヶ崎市立赤羽根中 1)

政宗道場 BRAVE

(仙台市立八乙女中 1) (三郷市立三郷北中 2)

栄魂倶楽部J.W.S 佐倉レスリングクラブ

(坂戸市立住吉中 1) (東金市立東中 3)

神奈川県レスリング協会釜利谷クラブ ゴールドキッズ

(横浜市立鶴ヶ峰中 3) (川崎市立麻生中 3)

東北学院中学校レスリング部 足利ミニレスリングクラブ

(東北学院中 2) (足利市立山辺中 2)

いなべレスリングクラブ 東海ジュニアレスリングクラブ

(東員町立東員第1中 3) (伊勢原市立山王中 1)

秋田県レスリング協会 沼津レスリングクラブ

(秋田市立飯島中 3) (沼津市立第二中 3)

水戸市立第四中学校 AACC

(水戸市立第四中 2) (大田区立東蒲中 3)

いなべレスリングクラブ 倉敷レスリングクラブ

(いなべ市立北勢中 1) (倉敷市立北中 2)

焼津ジュニアレスリングスクール 刈谷レスリングクラブ

(焼津市立大富中 3) (刈谷市立刈谷南中 2)

本田多聞レスリングスクール ジョイフルレスリングクラブ

(川崎市立白鳥中 1) (東みよし町立三加茂中 3)

笠岡少年レスリングクラブ クリナップキッズいわきレスリングクラブ

(里庄町立里庄中 3) (いわき市立四倉中 1)

RED BULL WRESTLING CLUB 野田市立木間ケ瀬中学校

(七ヶ浜町立向洋中 3) (野田市立木間ケ瀬中 2)

ハナサキジュニアレスリングクラブ 猛禽屋レスリングクラブ

(久喜市立鷲宮中 2) (牛久市立牛久第一中 3)

C69 

4 山﨑 万里 長野県

C2 

5 赤井 虎太郎 富山県

1 榊 流斗 東京都

C32 

2 鈴木 大樹 神奈川県

C1 

3

決　勝

C33 

6 齋藤 健太 新潟県

C3 

7 谷口 智紀 和歌山県

小山田 滉紀 青森県

深水 力太郎 広島県

C5 

11 寺澤 琉貴 愛知県

D88 

8 大河原 蔵之介 千葉県

C4 

9 岩村 隆斗 宮崎県

C34 

10

C70 

12 澤田 尊 岩手県

C6 

13 池田 琢磨 滋賀県

C35 

14

B

C8 

17 鈴木 爽元 山形県

C36 

髙橋 遼太朗 神奈川県

C7 

15 中村 海輝 愛媛県

18 赤松 光希 群馬県

C9 

19 伊藤 詩悠 宮城県

D104 

16 内山 椋太 茨城県

後藤 拡 宮城県

C11 

23 徳力 貫太 三重県

C71 

20 佐藤 明 埼玉県

C10 

21 湯山 康平 神奈川県

C37 

22

山田 鷹大 三重県

C13 

27 高橋 大和 静岡県

D89 

24 吉田 大夢 秋田県

C12 

25 渡辺 慶二 茨城県

C38 

26

渡邉 耕太 宮城県
３位決定戦

C15 

31 萩原 大和 埼玉県 D114

C72 

28 山口 耕平 神奈川県

C14 

29 仕田原 佑輔 岡山県

C39 

30

 C40

34 飯 琢磨 福島県

 C17

35 木瀬 敏喜 滋賀県

32 竹下 航生 香川県

 C16

33 奥村 優貴 埼玉県

 C73

36 井勢 珠維 鳥取県

 C18

37 野口 廉 茨城県

 C41

38 井上 海星 山口県

 C19

39 小田嶋 大樹 神奈川県

 D90

40 村島 克哉 茨城県

 C20

41 清水 勇斗 長野県

 C42

42 佐藤 大斗 神奈川県

 C21

沖縄県

 C43

46 谷津 龍斗 群馬県

 D105  C23

43 高木 駿 宮城県

 C74

44 矢野 安崇 愛媛県

 C22

45 仲泊 将太郎

マット 47 佐々木 徳丸 東京都

48 田村 拓斗 秋田県

 C24

49 高橋 凜太郎 神奈川県

 C44

50 坊 海洋 東京都

 C25

51 大槻 龍太郎 千葉県

 C75

52 佐長 拓未 東京都

 C26

53 市川 アンディ 栃木県

 C45

54 出田 匠 神奈川県

 C27

55 堤 泰樹 静岡県

 D91

56 山口 聖旺竜 東京都

 C28

57 室山 慶也 岡山県

 C46

58 太田 晃暉 愛知県

 C29

千葉県

 C47

62 藤田 光星 茨城県

59 川原 大夢 徳島県

 C76

60 猪狩 雄成 福島県

 C30

61 細谷 駿


