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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

北九州市立吉田中学校 3 松戸市立牧野原中学校 2

（北九州） （松戸ジュニア）

杉戸町立広島中学校 1 三島市立中郷西中学校 2

（花咲Jr.） （ＮＵＭＡＺＵ）

和歌山市立紀ノ川中学校 3 山口大学教育学部附属光中学校 2

（和歌山レスリング） （徳山）

秋田市立城東中学校 1 北九州市立城南中学校 3

（杉田道場） （北九州）

四條畷市立四條畷中学校 3 加須市立北川辺中学校 3

（四條畷） （館林ジュニア）

金沢市立兼六中学校 3 東みよし町立三加茂中学校 2

（金沢ジュニア） （ジョイフル）

成田市立吾妻中学校 1 野田市立第一中学校 2

（アライアンス） （野田一中）

川崎市立宮内中学校 2 御浜町立尾呂志学園中学校 2

（タモンスクール） （新宮ジュニア）

伊勢市立御薗中学校 2 品川区立荏原第五中学校 2

（TOBA） （KRAZY　BEE）

栃木市立都賀中学校 2 各務原市立桜丘中学校 3

（みぶチビレス） （加茂レスリング）

今帰仁村立今帰仁中学校 2 野田市立二川中学校 2

（やんばるクラブ） （二川中）

滑川市立早月中学校 2 舞鶴市立城南中学校 3

（滑川ジュニア） （舞鶴レスリング）

川崎市立長沢中学校 2 練馬区立練馬中学校 3

（TEAM BISON'S） （王子ジュニア）

和歌山市立紀ノ川中学校 1 都城市立妻ヶ丘中学校 1

（和歌山レスリング） （ウェルネスキッズ都城）

安八郡神戸町立神戸中学校 2 横浜市立鶴見中学校 3

（大垣レスリング） （AACC）

長崎大学教育学部付属中学校 1 大村市立郡中学校 2

（東長崎） （OMURA）

東員町立東員第一中学校 2 福島市立北信中学校 2

（いなべクラブ） （米澤工Jr.クラブ）

大田区立大森第十中学校 1 四日市市立富洲原中学校 3

（KRAZY　BEE） （四日市ジュニア）

逗子市立逗子中学校 2 葉山町立葉山中学校 1

（逗子） （逗子）

帯広市立川西中学校 2 甲斐市立玉幡中学校 1

（帯広クラブ） （山梨ジュニア）

舞鶴市立城北中学校 3 八戸市立市川中学校 2

（舞鶴レスリング） （八戸クラブ）

焼津市立豊田中学校 3 香川県立高松北中学校 3

（焼津Jr.） （高松北中）

吹田市立佐井寺中学校 2 町田市立町田第一中学校 3

（吹田市民教室） （GOKITA GYM）

周南市立富田中学校 3 一宮市立尾西第三中学校 1

（FIVE　STAR） （一宮）

横須賀市立不入斗中学校 1 桐蔭中学校 3

（横須賀ジュニア） （タモンスクール）

柏市立中原中学校 2 高山市立松倉中学校 1

（柏クラブ） （マイスポーツ ）

箕面市立第四中学校 2 岩出市立岩出第二中学校 3

（吹田市民教室） （和歌山レスリング）

宮崎市立本郷中学校 1 笠岡市立笠岡西中学校 1

（宮崎イースト） （笠岡クラブ）

名古屋中学校 1 三鷹市立第５中学校 1

（刈谷） （Wrestle-Win）

玉名市立岱明中学校 1 知立市立知立中学校 3

（TigerKids） （刈谷）

龍ケ崎市立長山中学校 3 ３位決定戦

（龍ケ崎クラブ）
31 仁木 勇斗 茨城県

30 石原 弘太郎 熊本県

C137

B18

B72

満永 大翔 愛知県 61

29 近藤 大朗 愛知県 都築 勇太 東京都 60

B17

B80

B32

27 松村 祥太郎 大阪府 樋口 勘太郎 和歌山県 58

28 河野 兼多朗 宮崎県 大月 拓輝 岡山県 59

B16

B100 B104

B31

25 金子 日向 神奈川県 宮崎 想大 神奈川県 56

26 関  武一 千葉県 直井 夢希 岐阜県 57

B15

B71 B79

B30

23 倉本 亮弥 大阪府 五木田  琉 東京都 54

24 宮原 健史郎 山口県 足立 鼓太郎 愛知県 55

B14

B116 D115

B29

21 池田 拓人 京都府 髙橋 海斗 青森県 52

22 時田 一生 静岡県 川西 巧晟 香川県 53

B13

B70 B78

B28

19 平岡 大河 神奈川県 浅野 稜悟 神奈川県 50

20 岡部 利毅 北海道 秋山 颯陽 山梨県 51

B12

B99 B103

B27

17 徳力 海優斗 三重県 榊  颯太 山形県 48

18 鈴木 理一朗 東京都 新妻  響 三重県 49

B11

B69

C130 D129

B77

B26
A154

15 碓井 晴登 岐阜県 戸田 純人 東京都 46

16 松野 航汰 長崎県 須田  宝 長崎県 47

B10 B25

13 徳永 瑞基 神奈川県 伊藤 朔良 東京都 44

14 請川 凰大良 和歌山県 鶴  大和 宮崎県 45

B9

B68 B76

B24

11 山城 快陽 沖縄県 小笠原 雅耀 千葉県 42

12 川添 生成 富山県 新山 瑞歩 京都府 43

B8

B98 B102

B23

9 曽野 壱晟 三重県 並木 衛人 東京都 40

10 半田  智 栃木県 田中 陽太 岐阜県 41

B7

B67 B75

B22

7 松澤  快 千葉県 大塚 蒼史 千葉県 38

8 堀川 椋羽 神奈川県 高田  勇 和歌山県 39

B6

A122 C116

B21

5 川北 拓夢 大阪府 加藤 敦史 群馬県 36

6 木野 敬士 石川県 中平 晴人 徳島県 37

B5

B66 B74

B20

3 請川 胡大良 和歌山県 角屋 公輔 山口県 34

4 桑島 裕一 秋田県 湯朝 寛太 福岡県 35

B4

B97 B101

B19

男子 ４８kg級 男子 ４８kg級

1 柴山 鷹成 福岡県 高橋 慧大 千葉県 32

2 角田  諒 埼玉県 古瀬 龍聖 静岡県 33

B65 B73


