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��   選⼿名 都道府県名   所　属（学校名・学年）

野⽥市⽴⽊間ケ瀬中学校

(野⽥市⽴⽊間ケ瀬中 2)

沼津レスリングクラブ

(三島市⽴北中 1)

東洋⼤レスリング倶楽部

(朝霞市⽴朝霞第五中 1)

⿃栖レスリングクラブ

(福岡市⽴平尾中 1)

ゴールドキッズ

(⼤⽥区⽴雪⾕中 2)

�����

(⾜⽴区⽴千寿桜堤中 1)

GOLDEN STAR レスリングクラブ

(柏市⽴⼤津ヶ丘中 3)

中津川ジュニアレスリングクラブ

(中津川市⽴第⼆中 2)

⼗和⽥レスリングクラブ

(⼗和⽥市⽴東中 2)

和歌⼭レスリングクラブ

(和歌⼭市⽴⻄和中 1)

四⽇市ジュニアレスリングクラブ

(四⽇市市⽴南中 3)

野⽥市⽴⽊間ケ瀬中学校

(野⽥市⽴⽊間ケ瀬中 2)

FUKUIえんまCLUB

(福井市⽴明倫中 2)

フィギュアフォークラブ

(千葉市⽴有吉中 2)

中津川ジュニアレスリングクラブ

(中津川市⽴坂下中 3)

関宿レスリングクラブ

(さいたま市⽴柏陽中 3)

レッスルウィン

(狛江市⽴狛江第四中 2)

千代⽥ジュニアレスリングクラブ

(千代⽥町⽴千代⽥中 1)

滑川ジュニアレスリングチーム

(滑川市⽴早⽉中 2)

ゴールドキッズ

(杉並区⽴⾼南中 1)

佐倉レスリングクラブ

(東⾦市⽴北中 2)

おおたスポーツアカデミー

(太⽥市⽴休泊中 2)

茨⽊市レスリング教室

(茨⽊市⽴⻄中 1)

⿃⽻ジュニアレスリングクラブ

(⿃⽻市⽴⿃⽻東中 1)

ファイブ☆スター

(⽥布施町⽴⽥布施中 3)

⾼松北中学校

(⾹川県⽴⾼松北中 1)

東海ジュニアレスリングクラブ

(藤沢市⽴⽚瀬中 1)

四⽇市ジュニアレスリングクラブ

(四⽇市市⽴三滝中 1)
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(川⼝市⽴⼾塚⻄中 1)

いなべレスリングクラブ

(東員町⽴東員第1中 2)

野⽥市⽴⽊間ケ瀬中学校

(野⽥市⽴⽊間ケ瀬中 1)

天王キッズクラブ

(潟上市⽴天王中 1)

⼀志ジュニアレスリング教室

(津市⽴久居中 2)

佐倉レスリングクラブ

(東⾦市⽴⻄中 2)
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(横浜市⽴末吉中 1)

吹⽥市⺠レスリング教室

(吹⽥市⽴佐井寺中 1)

和歌⼭レスリングクラブ

(⽥尻市⽴⽥尻中 3)

⻄武台千葉中学校

(⻄武台千葉中 2)

巻っずレスリングクラブ

(新潟市⽴巻⻄中 1)

刈⾕レスリングクラブ

(刈⾕市⽴雁が⾳中 2)

����

(アメリカンスクールインジャパン 3)

はんのう⼭中道場

(あきる野市⽴五⽇市中 1)

吹⽥市⺠レスリング教室

(池⽥市⽴⽯橋中 2)

クリナップキッズいわきレスリングクラブ

(いわき市⽴平第⼀中 1)

逗⼦キッズレスリングクラブ

(逗⼦市⽴逗⼦中 2)

ひたちなかレスリングクラブ

(⼤洗町⽴第⼀中 2)

北杜レスリングスポーツ少年団

(北杜市⽴武川中 3)

� 佐々⽊ 風雅 千葉県
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	 ⽔野 真⼈ 静岡県
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 奥⼭ 佳幸 埼⽟県 ����

� ⽊村 泰洋 佐賀県

����

� 菅沼 碧久 東京都

�		�

 烏⽥ 将伍 東京都

��	�

� 佐々⽊ 修⽃ 千葉県

�
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�
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�

�	 ⼩沼 龍⼼ 千葉県

�
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有賀 丈⻯ 岐⾩県
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� ⼩川 颯太 ⻘森県

���

�� 村⽥ 岳⾶ 和歌⼭県

��	�

���

�� 中⽣ 怜也 東京都

�� 後藤 玲空 岐⾩県

���

�� 河上 黎太郎 三重県
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� ⼩野寺 ⼤輝 埼⽟県

�
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�� 鍵⼭ 源太 東京都

野坂 晃誠 福井県
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�� ⼩林 光 群⾺県

�
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�� 坂⽊ 響 富⼭県
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Bマット 

	� ⼭⼝ 太⼀ 三重県
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加賀⽥ 柊⽣ 東京都
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	� ⽳⽥ 禅侍 千葉県
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		 ⼩林 颯 群⾺県

松⽥ 哲⼤ ⼭⼝県
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	 ⼭下 丈翔 ⾹川県
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	� ⽔⾕ 元気 神奈川県
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	� ⾺渡 宗志 三重県

�
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渡瀬 柊真 千葉県

�
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� ⼭⼝ 勇太郎 東京都
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ミランダ 亜廉 ⼤阪府

森⽥ 魁⼈ 東京都
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� 徳⼒ 哲太 三重県

�
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� ⼩沼 魁成 千葉県
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�� 鈴⽊ 崇敏 福島県

�
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⼤関 寛穂 秋⽥県
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 宇⼾平 莞爾 三重県
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イーガン・サドラー 東京都
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 辻⽥ 典希 ⼤阪府

�
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� 岡本 景⻁ 和歌⼭県
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� 杉崎 龍⼀ 千葉県
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� ⼭賀 秀 新潟県
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�� ⽔島 稜介 愛知県

�����  3位決定戦
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�� 平岡 ⼤宙 神奈川県
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� ⾼橋 亮太 茨城県
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�	 ⾼場 ⼤和 埼⽟県
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�
 芹沢 雄⽣ ⼤阪府

柏⽊ 優京 ⼭梨県
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