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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

つくば市立谷田部中学校 3 鳥栖市立鳥栖中学校 3

（T-KIDS） （鳥栖レス）

伊豆市立修善寺中学校 2 北区立稲付中学校 1

（修善寺キッド） （JWA）

高知市立一宮中学校 3 宮津市立栗田中学校 2

（一宮中） （京都海洋）

高山市立中山中学校 2 今治市立日吉中学校 3

（マイスポーツ ） （今工クラブ）

練馬区立練馬中学校 3 香取市立佐原中学校 2

（王子ジュニア） （髙安組）

福山市立東朋中学校 3 香川県立高松北中学校 2

（笠岡クラブ） B51 （高松北中）

相模原市立大沢中学校 2 富士市立吉原第二中学校 3

（東海ジュニア） （FUJI）

四日市市立塩浜中学校 2 山形市立第六中学校 3

（四日市ジュニア） （FDWC）

邑楽町立邑楽中学校 3 滑川市立早月中学校 2

（邑楽ジュニア） （滑川ジュニア）

小諸市立芦原中学校 3 明和町立明和中学校 1

（芦原中学校） （明和クラブ）

玉名市立岱明中学校 2 埼玉栄中学校 2

（TigerKids） （埼玉栄中）

神栖市立神栖第一中学校 3 香川県立高松北中学校 3

（カシマクラブ） （高松北中）

焼津市立豊田中学校 2 金沢市立西南部中学校 3

（焼津Jr.） （志賀ジュニア）

同志社中学校 3 南アルプス市立白根巨摩中学校 2

（同志社レスリング） （山梨ジュニア）

米沢市立第七中学校 1 今治市立西中学校 3

（米澤工Jr.クラブ） （今工クラブ）

多度津町立多度津中学校 3 世田谷区立芦花中学校 2

（多度津） （ロータス）

刈谷市立朝日中学校 3 館林市立第四中学校 2

（刈谷） （館林ジュニア）

扶桑町立扶桑北中学校 3 四日市市立西朝明中学校 2

（ゼントータル） （いなべクラブ）

荒川区立第三中学校 3 板橋区立中台中学校 1

（BRAVE） （ドン・キホーテ）

二本松市立第一中学校 1 舞鶴市立白糸中学校 2

（郡山レスリング） （舞鶴レスリング）

敦賀気比付属中学校 3 多賀城市立東豊中学校 2

（気比付属） （レッドブル）

大崎市立古川北中学校 2 新潟市立巻西中学校 2

（レッドブル） （巻っず）

高知市立一宮中学校 2 山形市立第三中学校 1

（一宮中） （FDWC）

周南市立岐陽中学校 2 和歌山市立紀伊中学校 1

（徳山） （和歌山レスリング）

邑楽町立邑楽中学校 2 飛騨市立古川中学校 1

（邑楽ジュニア） （マイスポーツ ）

我孫子市立我孫子中学校 2 美濃加茂市立美濃加茂東中学校 2

（チームリバーサル） （加茂レスリング）

仙台市立沖野中学校 1 宇都宮市立陽南中学校 2

（レッドブル） （THUNDER）

荒川区立諏訪台中学校 3 池田市立石橋中学校 2

（AACC） （吹田市民教室）

北九州市立菅生中学校 3 大分市立滝尾中学校 3

（北九州） （大分ジュニア）

秋田市立豊岩中学校 2 佐倉市立佐倉中学校 1

（杉田道場） （髙安組）

松戸市立第六中学校 3 南アルプス市立甲西中学校 3

（松戸ジュニア） （山梨ジュニア）

京丹後市立網野中学校 2 山田町立山田中学校 2

（網野） （山田クラブ）

世田谷区立尾山台中学校 1 東広島市立中央中学校 2

（自由ヶ丘学園Jr.） ３位決定戦 （東広島）

いなべ市立大安中学校 3

（いなべクラブ）

32 細川  周 京都府 川村 翔英 岩手県 65

B47

B88

弓矢 健人 三重県 67

33 山口 叶太 東京都 金子 涼真 広島県 66

C138

B48

B96

B64

B3

B108 B112

B63

29 辻  輝喜 福岡県 廣石 春樹 大分県 62

30 進藤 日向 秋田県 岡山 章太郎 千葉県 63

B46 B62

31 砂田 隼兵 千葉県 五味 虹登 山梨県 64

27 中澤 風我 宮城県 長谷川 虎次郎 栃木県 60

28 中條 天晴 東京都 芹沢 敬士 大阪府 61

B45

B87

B61

B95

25 髙橋  黎 群馬県 田近  航 岐阜県 58

26 木村 太智 千葉県 安江 貴琉 岐阜県 59

B44

B117

B60

D116

23 茂井 亜翔 高知県 佐藤 柊斗 山形県 56

24 中村 玲偉 山口県 嶋川 潔生 和歌山県 57

B43

B86

B59

B94

21 安田 悠悟 福井県 茂木 剛喜 宮城県 54

22 佐々木 教裕 宮城県 真田 颯大 新潟県 55

B42

B107

B58

B111

19 中村 虎太郎 東京都 堀池 建太 東京都 52

20 福田 正武 福島県 緒嶋 俊輔 京都府 53

B41

B85

B57

B93

17 尾形 光駿 愛知県 山田 康介 群馬県 50

18 高木 晟至 愛知県 辻本 航基 三重県 51

B40

A137 B131

B56

A155

15 上野 広夢 山形県 八木 久仁央 愛媛県 48

16 髙嶋 章人 香川県 高田  京 東京都 49

B39

B84

B55

B92

13 秋山 大和 静岡県 白崎 誠也 石川県 46

14 小泉 瑛士 京都府 深澤 昂空 山梨県 47

B38

B106 B110

B54

11 石原 弘幸 熊本県 小山内 葵生 埼玉県 44

12 石津 慶斗 茨城県 平田  宗 香川県 45

B37

B83

B53

B91

9 志村 優充 群馬県 坂木 颯来 富山県 42

10 長野 拓空 長野県 苫米地 勘太 群馬県 43

B36

A123 C117

B52

7 及川 丈尊 神奈川県 上石 稜真 静岡県 40

8 奥井 峻晴 三重県 木村 伍汰 山形県 41

B35

B82 B90

5 児玉 礼央 東京都 浅井 晴斗 千葉県 38

6 北村 一気 広島県 武田 輝政 香川県 39

B34

B105 B109

B50

3 島崎 翔悟 高知県 升田 康太 京都府 36

4 飯山 義樹 岐阜県 越智 大輝 愛媛県 37

B1

B81 B89

B2

男子 ５２kg級 男子 ５２kg級

1 冨山 悠真 茨城県 尾西 大河 佐賀県 34

2 森  淳星 静岡県 菅野 煌大 東京都 35

B33 B49


