
第２９回中部日本ジュニアレスリング大会

個人戦

１７ｋｇ級 西村　翔偉 Rika 山本　はるあ 東伊豆Ｊｒ 久保山　朔 焼津Ｊｒ 水野　駿 焼津リトル

１９ｋｇ級 下田　結月 高知 圓山　礼心 マイスポ 金山　來実 四日市 花盛　陽向 イナレス
２３ｋｇ級 古川　音和 高田道場 林　如春 FRG山梨 佐藤　優羽 焼津Ｊｒ 小塚　菜々 いなべ
２６ｋｇ級 清水　悠希 焼津Ｊｒ 川北　崇太 四日市 千賀　源生 桑名 徳永　珊果 刈谷

＋２６ｋｇ級 高橋　夢翔 加茂Ｂ＆Ｇ 本多 結里菜 フィギュアフォー 鈴木　承太郎 ロータス
年中の部 ２１ｋｇ級 田中　結 レッスル 福間　翔 加茂Ｂ＆Ｇ 佐藤　旺亮 加茂Ｂ＆Ｇ 伊藤　なみ 吹田
年長の部 ２１ｋｇ級 山口　寛汰 焼津リトル 久保　音晴 レッスル 角本　明日香 ドンキホーテ 中島　直 日進

２０ｋｇ級 坂本　広 AACC 江坂　萌那 刈谷 鈴木　玲央 東伊豆Ｊｒ 水野　光 焼津リトル

２２ｋｇ級 赤木　烈王 吹田 吉田　七名海 一志 志貴　瑠那 刈谷 北島　　魂 四日市
２６ｋｇ級 下田　瑛太 高知 吉田　千沙都 一志 田中　桜太 斑鳩町 上武　春輝 焼津Ｊｒ
２８ｋｇ級 松原　拓郎 鹿島 水崎　竣介 焼津Ｊｒ 中村　優太 四日市 桑野　陽気 日進
３０ｋｇ級 吉田  アリヤ 市川 野村　蒼空 KING'S 鶴屋　浩斗 リバーサル 小川　滉 高田道場
３２ｋｇ級 小野　こなみ 加茂Ｂ＆Ｇ 田中　陸 レッスル 植松　昂大 沼津 大石　瑛太 焼津Ｊｒ
３６ｋｇ級 瀧澤 勇仁 フィギュアフォー 荻野　恵里 ＧＯＬＤ 鈴木　悠太 ロータス 塚本　啓人 マイスポ

+３６ｋｇ級 藤田　宝星 猛禽屋 岩野　巴南 FRG山梨 荻野　友里 ＧＯＬＤ 森川　更紗 沼津
１年の部 ２４ｋｇ級 辻田　陽咲 吹田 安藤　龍志 レッスル 安威　永太郎 ＧＯＬＤ 松本　冴太郎 吹田
２年の部 ２４ｋｇ級 小川  凜佳 四日市 大山  和真 四日市 杉林　凱 T.K.Dキッズ 山口　菜々子 焼津リトル

２４ｋｇ級 里中　飛雅 羽島 安達　諒大 松江 宮﨑　歩 斑鳩町 竹本　優 焼津Ｊｒ
２６ｋｇ級 藤田　想士 焼津Ｊｒ 伊藤　久遠 四日市 菊地　優太 AACC 杉林　弾 T.K.Dキッズ

２８ｋｇ級 坂田　颯真 AACC 伊藤　快 日進 富田　兆 松江 後藤　瑠希 中津川
３０ｋｇ級 西内　悠人 高知 高野　航成 リバーサル ガレダキ　敬一 イラン 秋山　大和 焼津Ｊｒ
３３ｋｇ級 菊田　創 水戸 中野　連志 いなべ 辻本　航基 斑鳩町 徳力　海優斗 いなべ
３６ｋｇ級 糸賀　陽向 ＧＯＬＤ 深澤　昂空 山梨Ｊｒ 鈴木　智也 水戸 吉田　汰洋 一志
３９ｋｇ級 菅野　煌大 ドンキホーテ 伊藤　大輝 AACC 有馬　毅留 T.K.Dキッズ 前田　虎太郎 一宮
４２ｋｇ級 飯塚　康太 農大jr. 高橋　侑臣 高知 丸山政陽 長泉ＦＡ 大石　幹太 焼津Ｊｒ
４６ｋｇ級 菊地　一瑳 高田道場

＋４６ｋｇ級 芥川　元気 加茂農林
３０ｋｇ級 黒田　佳吏夫 加茂Ｂ＆Ｇ 中西　美結 一志 尾形　光駿 刈谷 圓山　泰生 マイスポ
３２ｋｇ級 曽根　将吾 焼津Ｊｒ 新妻　響 四日市 坂本　由宇 AACC 満永　大翔 刈谷
３４ｋｇ級 櫻井　はなの 高知 山際　航平 四日市 馬渡　宗志 四日市 水崎　康太郎 焼津Ｊｒ
３６ｋｇ級 高橋　海大 焼津Ｊｒ 髙塚　晴成 四日市 速水　雷亞 中津川 浅川　飛翔 北杜
３９ｋｇ級 荻野　海志 フェニックス 山口　太一 鳥羽 水野　真人 沼津 古瀬　稜 いなべ
４２ｋｇ級 吉田  アラシ 市川 藤井　海志 刈谷 笹原　脩作 吹田
４５ｋｇ級 丸山千恵蔵 ゼントータル 山口　蓮汰 焼津リトル 向原 涼馬 フィギュアフォー 深澤　颯太 山梨Ｊｒ
４８ｋｇ級 計良　涼介 ドンキホーテ 永石　亮太 ＧＯＬＤ 辻山　優樹 AACC 鈴木　大樹 東海
５４ｋｇ級 太田  匠海 四日市 山口　耕平 本田 山田　鷹大 いなべ
７５ｋｇ級 増谷　瞭 いなべ 大石　悠太 焼津Ｊｒ

＋７５ｋｇ級 南寿　駿 ゼントータル

２４ｋｇ級 大井 寿々 フィギュアフォー 高木　玲 AACC 青山　千夏 修善寺 横瀬　亜美 宇治
２８ｋｇ級 本多 香里菜 フィギュアフォー 辻田　晴音 吹田 鈴木　陽彩 刈谷 稲垣　和 四日市
３２ｋｇ級 森川　晴凪 一志 浅野　稔理 逗子キッズ ビャンバスレン　ハリウン 一志 増田　満里奈 沼津
３６ｋｇ級 星野　レイ AACC 大沢　純礼 バイソンズ 坂井　桜 羽島 松山　楓 バイソンズ

＋３６ｋｇ級 茂呂　綾乃 AACC 瀬野　智香 高松 藤本　夏妃 羽島 中島　杏実 マイスポ
３０ｋｇ級 江坂　紗那 刈谷 伊藤  未羽 四日市 植松　夏鈴 沼津学園Ｊｒ 徳永　珠帆 刈谷
３４ｋｇ級 平野　夏帆 AACC 伊藤  乃愛 四日市 清岡　もえ 高知 野﨑  咲良 四日市
３８ｋｇ級 藤波　朱理 いなべ 川上　紗奈 高知 諸橋　未夢 刈谷
４３ｋｇ級 内田　奈佑 一宮 浅井　紅吏 ゼントータル 牧吉　夏南 刈谷

＋４３ｋｇ級 寺本　鈴 四日市 根本　星来 バイソンズ 山田　葵 ゼントータル 管野　藍衣 ドンキホーテ
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