
　　　　　　　　　 於：佐倉市民体育館

１位　氏名 クラブ名 ２位　氏名 クラブ名 ３位　氏名 クラブ名 ３位　氏名 クラブ名

幼年　17kg級 山鹿　仁士朗 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 秋山　一馨 ｱﾗｲｱﾝｽ 鈴木　豊天助 ｱﾗｲｱﾝｽ 佐藤　朱莉 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

　　　　19kg級 亘　巧翔 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 吉田　詠 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岡田　将大 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

　　　　21kg級 佐々木　駿介 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山﨑　光治郎 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤　勇馬 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

　　 ＋21kg級 佐藤　可奈子 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小澤　大和 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 渡邉　舞人 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山中　優和 松﨑ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

1・2年　20kg級 大谷　凌斗 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 岩上　瑳那 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 椎名　玲美 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 髙橋　怜舞 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

　　　　　22kg級 永井　斗梨 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 粟野　照丈 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 山本　武 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤　聡馬 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

　　　　　24kg級 保坂　彪悟 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 畑中　芳太 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 邑上　泰一 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 水澤　宏太 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

　　　　　26kg級 新妻　洋葵 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 三井　壱起 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 山﨑　桃花 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中村　寧々 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

　　　　　28kg級 正木　奏光 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

　　　　　30kg級 太田　麗心 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 釣崎　彩太 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

　　　+30kg級 染谷　陸 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 福原　宏健 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 内山　匠 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 大澤　漣乃介 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

3・4年女子　24kg級 佐々木　なつみ 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 古屋　花楓 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ドハンエンリー 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

26kg級 小野　莉亜夏 松﨑ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

28kg級 小嶋　彩希 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

30kg級 鈴木　凜加 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

32kg級 佐古　光優 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

36kg級 粟野　和夏 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

+36kg級 保坂　樹奈 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

3・4年男子　24㎏級 亘　生翔 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

26㎏級 新妻　一沙 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 橋本　和貴 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 小泉　真琴 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 田中　大貴 松﨑ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

28㎏級 稲葉　広人 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 神河　勇吹 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 畑中　寿仁 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 加藤　陸駆 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

30㎏級 長谷川　凌生 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 渡辺　葵衣 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 阿部　　心 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 永井　斗真 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

32㎏級 中川　栞汰 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 渡辺　琉煌 ｱﾗｲｱﾝｽ 高田　結斗 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

34㎏級 大澤　琥太朗 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 塩見　将生 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 橋本　柾人 松﨑ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 丸山　琥治朗 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

36㎏級 本荘　挑真 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 酒井　禅 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 藤田　親伯 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

38㎏級 橋本　滉人 松﨑ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

+38㎏級 金澤　永和 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 水橋　毅 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 丸山　琥太郎 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤　大真 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

第35回千葉県少年少女レスリング選手権大会　　（兼　全国少年少女レスリング選手権大会選考会）　　    令和元年6月30日
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5・6年女子　30kg級 片岡　優 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 日向　玲奈 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

32kg級 阿部　ひかる 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 石渡　玲奏 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

35kg級 小岩　芽以 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 加藤　空 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中澤　美佳 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 富樫　理世 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

38kg級 奥野　彩矢 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

41kg級 福丸　真央 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 菅原　ひかる ｱﾗｲｱﾝｽ

47kg級 木村　美海 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 若菜　光莉 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 冨田　美陽 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

+47kg級 藤田　眞妃琉 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 中川　凛栞 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐藤　優 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5・6年男子　30㎏級 石橋　哲弥 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 梶原　一平　 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 鈴木　陸王 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 三本　海斗 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

32㎏級 小川　十兵衛 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高山　ケニー 小玉ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 曽田　涼介 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 鈴木　武蔵 関宿ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

35㎏級 椎名　遥玖 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 西島　　輝 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 古屋　颯太 柏ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐古　伍絆 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ

38㎏級 松元　幹太 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 鶴屋　玲央 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 山村　一颯 野田ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 後藤　啓介 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

41㎏級 田子　蒼真 若葉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

44㎏級 戸辺　昇輝 松﨑ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 塩見　悠馬 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 山田　航大 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ 有馬　銀二 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

47㎏級 新家谷　倖和 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 太田　昇聖 市川ｺｼﾃｨｸﾗﾌﾞ 篠塚　直輝 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 大庭　達也 ﾊﾟﾗｴｽﾄﾗ　ﾁｰﾑﾘﾊﾞｰｻﾙ

50㎏級 岡田　昇大 松戸ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小野　優吾 松﨑ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

+53㎏級 岡野　力毅丸 佐倉ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

団体の部

10人制の部

5人制の部

３位チーム名

野田レスリングクラブ

1位チーム名

パラエストラ　チームリバーサル

関宿レスリングクラブ

２位チーム名

松戸ジュニアレスリングクラブ
小玉ジュニアレスリングクラブ

アライアンス
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