
番号 カテゴリ 氏名 ふりがな 所属 所属略称
【小学生の部】 1 男女１・２年 24 kg級 江間 大登 エマ ハルト ロータス世田谷 ＬＯＴＵＳ

2 男女１・２年 24 kg級 大河原 一颯 オオカワラ イブキ 国士舘クラブ 国士舘
3 男女１・２年 24 kg級 ガレダギ 愛千 ガレダギ アイセン イランレスリンググラブ IWC
4 男女１・２年 24 kg級 呉村 世名 クレムラ セナ フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
5 男女１・２年 24 kg級 佐藤 那都 サトウ ナツ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
6 男女１・２年 24 kg級 佐山 臣成 サヤマ オミナリ ロータス世田谷 ＬＯＴＵＳ
7 男女１・２年 24 kg級 新保 威風 シンポ イフウ 練馬谷原くらぶ 練馬谷原くらぶ
8 男女１・２年 24 kg級 竹中 馨都 タケナカ ケイト ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
9 男女１・２年 24 kg級 田幡 美來 タバタ　 ミライ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
10 男女１・２年 24 kg級 富田 勘介 トミタ カンスケ レッスルウィン レッスルウィン
11 男女１・２年 24 kg級 豊田 朱理 トヨタ シュリ 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
12 男女１・２年 24 kg級 林 碧己 ハヤシ ミツキ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
13 男女１・２年 24 kg級 牧 昂次朗　 マキ コウジロウ　 ゲンスポーツアカデミー GSA
14 男女１・２年 24 kg級 牧 蒼太朗 マキ ソウタロウ ゲンスポーツアカデミー GSA
15 男女１・２年 24 kg級 森藤 平蔵 モリフジ ヘイゾウ トイカツ道場 トイカツ道場
16 男女１・２年 28 kg級 赤塚 善行 アカツカ ヨシユキ イランレスリンググラブ IWC
17 男女１・２年 28 kg級 内海 楽 ウツミ ガク ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
18 男女１・２年 28 kg級 河原 光一朗 カワハラ コウイチロウ 高田道場 高田道場
19 男女１・２年 28 kg級 清瀬 劉孔 キヨセ リュウコウ フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
20 男女１・２年 28 kg級 小林 大剛 コバヤシ ダイゴ ゲンスポーツアカデミー GSA
21 男女１・２年 28 kg級 齊藤 巧将 サイトウ コウショウ 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
22 男女１・２年 28 kg級 佐藤 瑛人 サトウ　 エイヒト ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
23 男女１・２年 28 kg級 竹内 柚葵 タケウチ ユズキ 練馬谷原くらぶ 練馬谷原くらぶ
24 男女１・２年 28 kg級 田巻 健成 タマキ ケンセイ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
25 男女１・２年 28 kg級 永田 裕生 ナガタ ユウセイ レッスルウィン レッスルウィン
26 男女１・２年 28 kg級 西川 陽 ニシカワ ハル レッスルウィン レッスルウィン
27 男女１・２年 28 kg級 花香 耀磨 ハナカ テルマ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
28 男女１・２年 28 kg級 水原 朝 ミズハラ アサ フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
29 男女１・２年 28 kg級 諸見 逞人 モロミ タクト フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
30 男女１・２年 28 kg級 安本 陸 ヤスモト リク ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
31 男女１・２年 28 kg級 吉永 昊生 ヨシナガ コウ トイカツ道場 トイカツ道場
32 男女１・２年 32 kg級 川路 実輝 カワジ ミツキ 木口道場レスリング教室 木口道場
33 男女１・２年 32 kg級 白川 礼 シラカワ レイ ワセダクラブ ワセクラ
34 男女１・２年 32 kg級 土肥 利羽 ドイ トワ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
35 男女１・２年 32 kg級 友末 旬真 トモスエ シュンマ ワセダクラブ ワセクラ
36 男女１・２年 32 kg級 永井 琥一朗 ナガイ コイチロウ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
37 男女１・２年 32 kg級 森田 煌生 モリタ コウセイ レッスルウィン レッスルウィン
38 男女１・２年 32超 kg級 小室 慶太朗 コムロ ケイタロウ レッスルウィン レッスルウィン
39 男女１・２年 32超 kg級 酒井 優 サカイ ユウ ワセダクラブ ワセクラ
40 男女１・２年 32超 kg級 志田 泰一生 シダ タイセイ 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
41 男子３・４年 25 kg級 青木 一徒 アオキ イット ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
42 男子３・４年 25 kg級 岩崎 颯真 イワサキ ソウマ 木口道場レスリング教室 木口道場
43 男子３・４年 25 kg級 菅原 大晃 スガワラ　 ダイコウ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
44 男子３・４年 25 kg級 原田 哲男 ハラタ テツオ ワセダクラブ ワセクラ
45 男子３・４年 30 kg級 岩崎 航大 イワサキ コウダイ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
46 男子３・４年 30 kg級 尾崎 逞磨 オザキ タクマ 木口道場レスリング教室 木口道場
47 男子３・４年 30 kg級 金井 耀生 カナイ ヨウセイ 高田道場 高田道場
48 男子３・４年 30 kg級 永井 舜喜 ナガイ シュンキ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
49 男子３・４年 30 kg級 野口 樹生 ノグチ ミキオ 木口道場レスリング教室 木口道場
50 男子３・４年 30 kg級 花原 大翔 ハナハラ ヒロト 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
51 男子３・４年 30 kg級 古川 悠生 フルカワ ユウキ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
52 男子３・４年 30 kg級 細田　 直稔 ホソダ　 ナオト 高田道場 高田道場
53 男子３・４年 30 kg級 水上 琥太郎 ミナカミ　 コタロウ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
54 男子３・４年 30 kg級 村山 五心 ムラヤマ イッサ 練馬谷原くらぶ 練馬谷原くらぶ
55 男子３・４年 30 kg級 横田 海斗 ヨコタ　 カイト ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
56 男子３・４年 30 kg級 横田 大和 ヨコタ　 ヤマト ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
57 男子３・４年 36 kg級 市川 悠人 イチカワ ハルト フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
58 男子３・４年 36 kg級 大船 廉瑞 オオフネ レンスイ トイカツ道場 トイカツ道場
59 男子３・４年 36 kg級 竹内 楓稀 タケウチ カズキ 練馬谷原くらぶ 練馬谷原くらぶ
60 男子３・４年 36 kg級 内藤 暖次朗 ナイトウ ダンジロウ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
61 男子３・４年 36 kg級 古川 音和 フルカワ トワ 高田道場 高田道場
62 男子３・４年 36 kg級 矢野 天 ヤノ テン ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
63 男子３・４年 36超 kg級 稲葉 遥飛 イナバ ハルト 大森レスリングクラブ omorigakuen
64 男子３・４年 36超 kg級 里見 健 サトミ ケン 大森レスリングクラブ omorigakuen
65 男子３・４年 36超 kg級 澤田 一輝 サワダ イッキ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
66 男子３・４年 36超 kg級 鈴木 菖汰朗 スズキ ショウタロウ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
67 男子３・４年 36超 kg級 根岸 祥嗣 ネギシ アキツグ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
68 男子３・４年 36超 kg級 本田 翼 ホンダ　 ツバサ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
69 男子５・６年 32 kg級 貴船 武人 キフネ タケト ロータス世田谷 ＬＯＴＵＳ
70 男子５・６年 32 kg級 志村 僚眞 シムラ リョウマ フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
71 男子５・６年 32 kg級 豊田 聖恵 トヨタ ショウケイ 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
72 男子５・６年 32 kg級 西宮 大翔 ニシミヤ ヒロト ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
73 男子５・６年 32 kg級 村山 左都 ムラヤマ サツキ 練馬谷原くらぶ 練馬谷原くらぶ
74 男子５・６年 32 kg級 渡邊 浩真 ワタナベ コウマ 大森レスリングクラブ omorigakuen
75 男子５・６年 39 kg級 一条 桜亮 イチジョウ オウスケ 練馬谷原くらぶ 練馬谷原くらぶ

階級



76 男子５・６年 39 kg級 岩崎 碧都 イワサキ アオト 木口道場レスリング教室 木口道場
77 男子５・６年 39 kg級 小川　 滉 オガワ　 アキラ 高田道場 高田道場
78 男子５・６年 39 kg級 押田 健心 オシダ ケンシン 木口道場レスリング教室 木口道場
79 男子５・６年 39 kg級 ガレダギ 敬一 ガレダギ ケイワン イランレスリンググラブ IWC
80 男子５・６年 39 kg級 串田 健太郎 クシタ ケンタロウ 国士舘クラブ 国士舘
81 男子５・６年 39 kg級 八隅 士和 ヤスミ シナ ロータス世田谷 ＬＯＴＵＳ
82 男子５・６年 39 kg級 渡辺 竜二 ワタナベ リュウジ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
83 男子５・６年 46 kg級 齋藤 誠史郎 サイトウ セイシロウ 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
84 男子５・６年 46 kg級 齋藤 誉史成 サイトウ ヨシナリ 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
85 男子５・６年 46 kg級 原田 晟充 ハラダ アキミチ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
86 男子５・６年 46 kg級 星野 レイ ホシノ レイ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
87 男子５・６年 46超 kg級 木虎 翔慈 キトラ ショウジ 木口道場レスリング教室 木口道場
88 男子５・６年 46超 kg級 鈴木 悠太 スズキ ユウタ ロータス世田谷 ＬＯＴＵＳ
89 男子５・６年 46超 kg級 本田 聖 ホンダ　 ヒジリ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
90 女子３・４年 32 kg級 渡邉 絆 ワタナベ キズナ ゲンスポーツアカデミー GSA
91 女子３・４年 36 kg級 矢作 那々子 ヤハギ ナナコ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
92 女子３・４年 36 kg級 和田 桃佳 ワダ モモカ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
93 女子３・４年 36超 kg級 家氏 真 イエウジ マコト 高田道場 高田道場
94 女子５・６年 37 kg級 横田 茉鈴 ヨコタ マツスズ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
95 女子５・６年 41 kg級 田中 璃月 タナカ りづ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
96 女子５・６年 41 kg級 諸見 真織 モロミ マオリ フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
97 女子５・６年 41 kg級 八木 睦稀 ヤギ ムツキ トイカツ道場 トイカツ道場
98 女子５・６年 41超 kg級 増山 天南 マシヤマ テンナ 高田道場 高田道場

【中学生の部】 99 男子の部 38 kg級 志村 蒼暉 シムラ ソウキ フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
100 男子の部 38 kg級 並木 衛人 ナミキ エイト ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
101 男子の部 42 kg級 木村 琉貴 キムラ リュウキ 日本工業大学駒場中学校レスリング部 日工大駒場
102 男子の部 42 kg級 坂本 大悟 サカモト ダイゴ 日本工業大学駒場中学校レスリング部 日工大駒場
103 男子の部 42 kg級 高田 京 タカダ キョウ ロータス世田谷 ＬＯＴＵＳ
104 男子の部 42 kg級 戸田 純人 トダ　 ジュンヒト ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
105 男子の部 42 kg級 森本 陽貴 モリモト ヨウキ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
106 男子の部 47 kg級 工藤 真之祐 クドウ シンノスケ フィギュアフォークラブ ＦＦＣ
107 男子の部 47 kg級 中條 天晴 ナカジョウ アッパレ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
108 男子の部 47 kg級 中村 虎太郎 ナカムラ コタロウ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
109 男子の部 47 kg級 山下 凌弥 ヤマシタ リョウヤ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
110 男子の部 53 kg級 金子 晴翔 カネコ ハルト 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ 霞ヶ浦アンジュ
111 男子の部 53 kg級 川井 慧太 カワイ ケイタ 日体ジュニアレスリングアカデミー NJWA
112 男子の部 53 kg級 富田 晏寅 トミタ ハルト 逗子キッズレスリングクラブ 逗子キッズ
113 男子の部 53 kg級 森井 雄也 モリイ ユウヤ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
114 男子の部 59 kg級 加藤 佑規 カトウ ユウキ Kan Club KanClub
115 男子の部 59 kg級 金子 勇翔 カネコ ユウト 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ 霞ヶ浦アンジュ
116 男子の部 59 kg級 烏田 将伍 カラスダ ショウゴ ＢＲＡＶＥ ＢＲＡＶＥ
117 男子の部 59 kg級 豊田 崚真 トヨタ リョウマ 第六機動隊少年レスリング部 六機ＫＩＤＳ
118 男子の部 66 kg級 遠藤 勇馬 エンドウ ユウマ レッスルウィン レッスルウィン
119 男子の部 66 kg級 大橋 嵐士 オオハシ アラシシ ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ
120 男子の部 66 kg級 佐々木 徳丸 ササキ トクマル ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
121 男子の部 66 kg級 品田 陽平 シナダ ヨウヘイ 日本工業大学駒場中学校レスリング部 日工大駒場
122 男子の部 66 kg級 矢崎 匠 ヤザキ タクミ 国士舘クラブ 国士舘
123 男子の部 66 kg級 矢作 元貴 ヤハギ ゲンキ 日本工業大学駒場中学校レスリング部 日工大駒場
124 男子の部 73 kg級 大塚 誌郎 オオツカ シロウ ワセダクラブ ワセクラ
125 男子の部 73 kg級 土肥 大空 ドイ ソラ ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ クレイジービー
126 男子の部 73 kg級 濱田 豊喜 ハマダ トヨキ 日本工業大学駒場中学校レスリング部 日工大駒場
127 男子の部 85 kg級 北脇 香 キタワキ キョウ 日本工業大学駒場中学校レスリング部 日工大駒場
128 女子の部 37 kg級 眞柄 美和 マガラ ミワ JOCエリートアカデミー JOCエリートアカデミー
129 女子の部 44 kg級 浅野 稔理 アサノ ミノリ 逗子キッズレスリングクラブ 逗子キッズ
130 女子の部 44 kg級 澤田 美侑 サワダ ミユウ 日体ジュニアレスリングアカデミー NJWA
131 女子の部 52 kg級 加藤 綺華 カトウ アヤカ Kan Club KanClub


