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No 選 手 名 都道府県 学校名（所属団体略称） 学年 選 手 名 都道府県 学校名（所属団体略称） 学年 No

横須賀市立不入斗中学校 2 渋谷区立代々木中学校 1

（NEXUS） （AACC）

沼津市立金岡中学校 1 四日市市立桜中学校 2

（ＮＵＭＡＺＵ） （いなべクラブ）

金沢市立兼六中学校 2 高知市立一宮中学校 2

（金沢ジュニア） （一宮中）

十日町市立南中学校 1 和光市立第三中学校 1

（桜花） （WAKO　Club）

館林市立第二中学校 1 刈谷市立朝日中学校 3

（館林ジュニア） （刈谷）

四日市市立常磐中学校 2 鹿児島市立星峯中学校 2

（四日市ジュニア） （鹿児島）

大和市立光ヶ丘中学校 1 安城市立桜井中学校 2

（HAKOBEE） （刈谷）

川越市立城南中学校 2 野田市立第一中学校 1

（山中道場） （野田一中）

暁中学校 1 北九州市立浅川中学校 1

（四日市ジュニア） （北九州）

輪之内町立輪之内中学校 1 都城市立沖水中学校 1

（HASHIMA） （ウェルネスキッズ都城）

田原本町立田原本中学校 3 芦屋学園中学校 1

（桜井レスリング） （芦屋学園）

成田市立吾妻中学校 1 藤枝市立高洲中学校 2

（市川コシティ） （焼津Jr.）

佐久市立浅間中学校 2 館林市立第一中学校 2

（SAKU） （館林ジュニア）

一宮市立西成東部中学校 1 山田町立山田中学校 2

（一宮） （山田クラブ）

柏市立柏第二中学校 1 三島市立北上中学校 1

（チームリバーサル） （ＮＵＭＡＺＵ）

和歌山市立日進中学校 1 秋田市立御野場中学校 1

（和歌山レスリング） （杉田道場）

潟上市立天王中学校 1 岐阜市立厚見中学校 1

（天王キッズ） （大垣レスリング）

志賀町立志賀中学校 2 鎌ケ谷市立第二中学校 1

（志賀ジュニア） （松戸ジュニア）

焼津市立豊田中学校 1 埼玉栄中学校 1

（焼津Jr.） （埼玉栄中）

十日町市立吉田中学校 2 東北町立東北中学校 2

（桜花） （十和田クラブ）

町田市立木曽中学校 1 我孫子市立湖北台中学校 1

（GOKITA GYM） （チームリバーサル）

桑名市立明正中学校 2 中津川市立坂下中学校 1

（桑名レスリング） （中津川ジュニア）

鎌ケ谷市立第二中学校 1 三島市立北上中学校 1

（松戸ジュニア） （ＮＵＭＡＺＵ）

鹿嶋市立鹿野中学校 1 所沢市立所沢中学校 1

（カシマクラブ） （ドン・キホーテ）

３位決定戦

C134

24 内田 将護 茨城県 大背戸 逞斗

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D36

D35

D83

B113

D34

D82

D33

D32

22 脇 康太朗 三重県 後藤 瑠希 岐阜県 46

東京都 48

23 小川 礼寿 千葉県 佐藤 秀磨 静岡県 47

D87

D16

D44

20 児玉 大生 新潟県 久保 静夜 青森県 44

21 菅原 大雅 東京都 大橋 慶士 千葉県 45

D43

D15

18 大垣内 蓮斗 石川県 小岩 皆人 千葉県 42

19 竹本  優 静岡県 田中 宏尚 埼玉県 43

D42

D112

16 森下 大輔 和歌山県 徳田 柊之介 秋田県 40

17 大関 勁心 秋田県 平野 敬太 岐阜県 41

D14

D86

14 多治見 元気 愛知県 佐倉田 悌介 岩手県 38

15 片岡 大河 千葉県 佐藤 琢磨 静岡県 39

D41

D13

11 沼田 将吾 奈良県 杉林  弾 兵庫県 35

12 永井 陸斗 千葉県 藤田 想士 静岡県 36

A135 B129

13 井上 雄星 長野県 關    想 群馬県 37

D40

D12

A152

9 金山 弥礼 三重県 山口 璃玖 福岡県 33

10 里中 飛雅 岐阜県 石山 竜成 宮崎県 34

D81

D11

D85

7 渡邊 浩真 東京都 松浦 壮希 愛知県 31

8 植杉 瑛州 埼玉県 小島 来輝 千葉県 32

D31

A119 C113

D39

5 小林 楓駕 群馬県 伊豆本 一輝 愛知県 29

6 清水 仁人 三重県 東  伊織 鹿児島県 30

D30 D38

D10

3 木野 大士 石川県 徳原 誠馬 高知県 27

4 桑原 巧弥 新潟県 本田原  翔 埼玉県 28

D80

D9

D84

男子 ３８kg級 男子 ３８kg級

1 勝目 大翔 神奈川県 坂本  輪 東京都 25

2 加藤 良樹 静岡県 伊藤 久遠 三重県 26

D29 D37


