
男子 47 kg級 男子 47 kg級
1R 2R 3R 準々決勝 準決勝 決 勝 準決勝 準々決勝 3R 2R 1R

No   選手名 都道府県名   所　属（学校名・学年） No   選手名 都道府県名   所　属（学校名・学年）

AACC 吹田市民レスリング教室

(品川区立日野学園 3) (吹田市立岸部第二中 3)

パラエストラチームリバーサル 青森クラブジュニア

(松戸市立第六中 1) (青森市立佃中 2)

くしま GREEN HORSE クラブ 刈谷レスリングクラブ

(串間市立福島中 3) (刈谷市立雁が音中 1)

本田多聞レスリングスクール いなべレスリングクラブ

(三浦市立南下浦中 3) (いなべ市立大安中 2)

斑鳩レスリングクラブ AACC

(斑鳩町立斑鳩中 1) (大田区立安方中 1)

高知レスリングクラブ Ｔ-ＫＩＤＳ

(高知県立高知南中 2) (つくば市立谷田部東中 2)

柏レスリングクラブ 新宮レスリングクラブ

(牛久市立牛久第一中 2) (新宮市立城南中 2)

ゼントータルレスリングクラブ 柏レスリングクラブ

(扶桑町立扶桑北中 1) (柏市立柏第二中 3)

多度津中学校 本田多聞レスリングスクール

(多度津町立多度津中 3) (川崎市立西中原中 2)

焼津リトルファイターズ 邑楽ジュニアレスリングクラブ

(焼津市立豊田中 2) (邑楽町立邑楽中 1)

日本工業大学駒場中学校レスリング部 敦賀気比高校付属中学校

(日本工業大学駒場中 2) (敦賀気比高校付属中 2)

山梨ジュニアレスリングクラブ 栄魂倶楽部J.W.S

(甲斐市立敷島中 3) (白岡市立篠津中 1)

AACC 沼津レスリングクラブ

(多摩大学目黒中 1) (清水町立清水中 3)

鳥栖レスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ

(鳥栖市立鳥栖中 1) (四日市市立西笹川中 2)

水戸市レスリングスポーツ少年団 倉敷レスリングクラブ

(筑西市立関城中 1) (倉敷市立北中 2)

焼津リトルファイターズ 日本工業大学駒場中学校レスリング部 

(焼津市立大富中 1) (日本工業大学駒場中 1)

笠岡少年レスリングクラブ AACC

(笠岡市立笠岡西中 2) (品川区立荏原平塚学園 3)

四日市ジュニアレスリングクラブ はんのう山中道場

(四日市市立南中 1) (入間市立西武中 1)

浜田レスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ

(浜田市立浜田東中 3) (菰野町立菰野中 2)

八千代松陰中学校 飯田川スポーツ少年団

(八千代松陰中 3) (潟上市立天王中 2)

タイガーキッズレスリングクラブ 福井レスリングクラブ

(玉名市立玉南中 3) (福井市立足羽第一中 1)

斑鳩レスリングクラブ 高田道場 湘南

(大和郡山市立片桐中 2) (藤沢市立鵠沼中 2)

横須賀ジュニアレスリング教室 上田レスリングクラブ

(横須賀市立武山中 2) (上田市立第三中 1)

網野町少年レスリング教室 沼津学園ジュニアレスリングクラブ

(京丹後市立峰山中 1) (富士市立富士南中 3)

一宮工クラブ 山梨ジュニアレスリングクラブ

(一宮市立木曽川中 3) (南アルプス市立白根巨摩中 1)

王子ジュニア 本田多聞レスリングスクール

(練馬区立練馬中 2) (芝学園 芝中 2)

沼津レスリングクラブ カシマクラブ

(清水町立清水中 3) (神栖市立波崎第四中 2)

斑鳩レスリングクラブ 倉吉レスリングクラブ

(斑鳩町立斑鳩中 2) (倉吉市立東中 3)

高岡ジュニアレスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ

(高岡市立五位中 1) (四日市市立桜中 3)

館林ジュニアレスリングクラブ 八戸クラブ

(羽生市立南中 2) (八戸市立三条中 2)

猛禽屋レスリングクラブ 新宮レスリングクラブ

(牛久市立牛久南中 3) (那智勝浦町立下里中 3)

1 森川 海舟 東京都

B31 

2 有馬 鉄太 千葉県

B1 

3 瀬ノ口 巧

6 清岡 幸大郎 高知県

B3 

7 太田 晴也 千葉県

宮崎県

B63 

4 芥川 隆博 神奈川県

B2 

5 小田 恭佑 奈良県

B32 

岩崎 大聖 静岡県

B5 

11 塩谷 優 東京都

B92 

8 丸山 千恵蔵 愛知県

B4 

9 山根 典哲 香川県

B33 

10

B64 

12 樋川 悠作 山梨県

B6 

13 岩﨑 空人 東京都

B34 

14

B

B8 

17 大月 佑真 岡山県

B35 

小柴 伊織 佐賀県

B7 

15 福田 翔大 茨城県

18 小川 琉生 三重県

B9 

19 澤谷 孟 島根県

B104 

16 山口 蓮汰 静岡県

駒井 大輝 奈良県

B11 

23 中崎 円太 神奈川県

B65 

20 板垣 凜 千葉県

B10 

21 上田 尋也 熊本県

B36 

22

伊藤 優寿 東京都

B13 

27 堤 孔一 静岡県

B93 

24 吉岡 冬馬 京都府

B12 

25 葛谷 太陽 愛知県

B37 

26

田口 凌 群馬県
３位決定戦

B15 

31 武井 研太 茨城県 Ｂ111

B66 

28 片岡 亮太 奈良県

B14 

29 畔上 浩輝 富山県

B38 

30

B39

34 藤井 海志 愛知県

 B17

35 弓矢 暖人 三重県

32 竹下 雄登 大阪府

 B16

33 熊谷 捷人 青森県

速水 勝太郎 和歌山県

 B19

39 鴇田 昇大 千葉県

 B67

36 大橋 嵐士 東京都

 B18

37 花井 龍真 茨城県

 B40

38

松居 俊伍 福井県

 B21

43 大泉 宗太郎 埼玉県

 B94

40 吉田 悠太 神奈川県

 B20

41 清水 聖矢 群馬県

 B41

42

塚岡 達也 岡山県

 B105  B23

マット 47 品田 陽平 東京都

 B68

44 堤 太一 静岡県

 B22

45 山際 真二朗 三重県

 B42

46

 B43

50 諸岡 大登 三重県

 B25

51 遠間 航陽 秋田県

48 内田 創太郎 東京都

 B24

49 石原 三四郎 埼玉県

井出 大晟 長野県

 B27

55 佐々木 航 静岡県

 B69

52 我満 大記 福井県

 B26

53 青柳 善の輔 神奈川県

 B44

54

三井 潤 茨城県

 B29

59 本田 祥太郎 鳥取県

 B95

56 深澤 颯太 山梨県

 B28

57 宮崎 歩 神奈川県

 B45

58

田中 開偉 和歌山県

 B70

60 伊藤 史門 三重県

 B30

61 平 透摩 青森県

 B46

62


