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No 選 手 名 都道府県 学校名（所属団体略称） 学年

四日市市立南中学校 3

（四日市ジュニア）

取手市立戸頭中学校 1

（TORIDE）

川崎市立生田中学校 2

（TEAM BISON'S）

潟上市立天王中学校 1

（飯田川）

野田市立第一中学校 1

（野田一中）

大子町立大子中学校 1

（大子Ｊｒ）

東大阪市立盾津東中学校 1

（ＥＮＪＯＹ）

千葉市立草野中学校 1

（若葉クラブ）

龍ケ崎市立長山中学校 1

（龍ケ崎クラブ）

裾野市立深良中学校 2

（ＮＵＭＡＺＵ）

和歌山市立城東中学校 3

（和歌山レスリング）

日本工業大学駒場中学校 3

（日工大駒場中）

高山市立東山中学校 3

（マイスポーツ ）

山形市立第三中学校 2

（FDWC）

十和田市立東中学校 2

（十和田クラブ）

桜井市立桜井中学校 1

（桜井レスリング）

都城市立妻ヶ丘中学校 1

（ウェルネスキッズ都城）

太田市立綿打中学校 2

（ＯＳＡ）

柏市立柏第二中学校 1

（チームリバーサル）

南風原町立南風原中学校 1

（OJKIDS）

吹田市立山田東中学校 2

（吹田市民教室）

松戸市立牧野原中学校 1

（松戸ジュニア）

川崎市立長沢中学校 1

（TEAM BISON'S）

富士市立吉原第二中学校 2

（FUJI）

六戸町立六戸中学校 1

（十和田クラブ）

いわき市立久ノ浜中学校 1

（クリナップキッズ）

横浜市立あかね台中学校 3

（髙田道場）

美浦村立美浦中学校 1

（霞ヶ浦）

菰野町立菰野中学校 2

（四日市ジュニア）

焼津市立大村中学校 2

（焼津Jr.）

東大阪市立弥刀中学校 1

（近大葉月会）

八戸市立北稜中学校 1

（八戸クラブ）

鳥羽市立鳥羽東中学校 1

（TOBA）

鹿島市立西部中学校 2

（鹿島レス）

宮津市立栗田中学校 3

（京都海洋）

さくら市立氏家中学校 1

（さくら市少年）

埼玉栄中学校 1

（埼玉栄中）

和歌山市立明和中学校 1

（和歌山レスリング）

常陸大宮市立第二中学校 3

（ひたちなか）

野田市立木間ケ瀬中学校 2

（木間ケ瀬中）

山形市立第三中学校 2

（FDWC）

秋田市立城東中学校 1

（北志館）

埼玉栄中学校 1

（埼玉栄中） ３位決定戦

高知県立高知南中学校 2

（高知クラブ）

1 向田 旭登 三重県

D54

2 山中  輔 茨城県

D17

3 川路 泰生 神奈川県 D96

4 菊地 寛人 秋田県

D55

5 戸邉 旺輝 千葉県

A121

6 杉本 壮汰 茨城県

D56

7 前川 龍之介 大阪府

D18

8

C129

12 木村 琉貴 東京都

D58

13

寺田 謙也 千葉県

D97

9 仁木 武流 茨城県

D19

10 杉山  空 静岡県

圓山 泰生 岐阜県

D20

14 近藤 山人 山形県

D57

11 葛城 壱星 和歌山県

D98

15 小川 大輝 青森県

D21

16 平田 拓己 奈良県

D59

17 前原 晟人 宮崎県

B115

18 坂庭  圭 群馬県

D60

19 浅倉 卓留 千葉県

20 許田 重明 沖縄県 D99

D22

21 川合 相希 大阪府

D61

22 高橋 柊生 千葉県

23 小川  然 神奈川県

D62

24 小長谷 亮太 静岡県

D23

25 久田 鉄心 青森県 D100

26 佐藤 玲音 福島県

D63

27 大舘 一咲 東京都

C115

28 福田 陸斗 茨城県

D64

29 中村 太紀 三重県

D24

D128

34 白川 剣斗 佐賀県

D66

30 久保山 樂 静岡県

D101

31 木村 匠志　 大阪府

D25

32 大沼 碧飛

35 小倉 航太 京都府

D26

36 佐々木 陽琉 栃木県

青森県

D65

33 中村 真翔 三重県

山形県

D102

37 荻野 大河 埼玉県

D27

38 有田 英慎 和歌山県

D67

39

上村 律心 高知県 C136

男子 ４４kg級

A151

42 藤原 朱羅 秋田県 D103

D28

43 内田 怜児 埼玉県

D69

44

五町 由伸 茨城県

D114

40 佐々木 力人 千葉県

D68

41 近藤 海人


