
部門 階級 第１位 第２位 第３位 第３位
中島　颯太 鶴屋　健人 鶴屋　　怜

水戸市レスリングスポーツ少年団 柏レスリングクラブ 柏レスリングクラブ
根本　元太 戸ヶ崎桃香 佐々木風雅 大西　杏奈

みぶチビッコレスリング教室 館林ジュニアレスリングクラブ 松崎ジュニアレスリングクラブ さくら市少年レスリングクラブ
吉村　涼菜 清野　大輝 若有　蔵人 杉山　将基
PUREBRED 邑楽ジュニアレスリングクラブ PUREBRED 水戸市レスリングスポーツ少年団

小澤　優輝 深田　雄智 下村　杏子 稲葉　洋人
だっぺクラブ ＡＡＣＣ ゴールドキッズ ＡＡＣＣ
鈴木　志保 石川　弘人 中島　怜香 後藤　起位

東海ジュニアレスリングクラブ 邑楽ジュニアレスリングクラブ PUREBRED 館林ジュニアレスリングクラブ
海老原一恭 石塚　永遠 角田　成弘

取手レスリングクラブ さくら市少年レスリングクラブ さくら市少年レスリングクラブ
稲葉　海人 五十嵐彩季 中村　未優 田下　竜葵

ＡＡＣＣ 関宿レスリングクラブ PUREBRED PUREBRED
服部　大虎 大塚　亜美 佐藤　裕雅 米澤　凌

水戸市レスリングスポーツ少年団 みぶチビッコレスリング教室 日立市レスリングクラブ ＡＡＣＣ
阿部　敏弥 武藤　　零 安藤　悠哉 正田　和輝

水戸市レスリングスポーツ少年団 千代田ジュニアレスリングクラブ 松崎ジュニアレスリングクラブ 伊勢崎スパークラーズ
佐藤　　樹 福田　雄太 戸ヶ崎優香 中島　海人

日立市レスリングクラブ 日立市レスリングクラブ 館林ジュニアレスリングクラブ 水戸市レスリングスポーツ少年団

梅林　太朗 増川　芳也 斉藤　一樹 三輪　奏歩
小玉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 松崎ジュニアレスリングクラブ 関宿レスリングクラブ

山根　大地 近藤　　海 関谷佳那子 佐々木雄大
みぶチビッコレスリング教室 小玉ジュニアレスリングクラブ 邑楽ジュニアレスリングクラブ 松崎ジュニアレスリングクラブ

武田　和也 内山　皓太 阿部　友香 鈴木　悠介
情念クラブ 霞ヶ浦アンジュスポーツクラブ 明和レスリングクラブ さくら市少年レスリングクラブ
的場　一騎 渡部　陽平 笠原　龍司 田部井祐太

小玉ジュニアレスリングクラブ 田島チビッ子レスリングクラブ 霞ヶ浦アンジュスポーツクラブ 邑楽ジュニアレスリングクラブ
石井　康平 八山　裕紀 菊池　良仁 岡納　勇大

水戸市レスリングスポーツ少年団 千代田ジュニアレスリングクラブ 大子ジュニアレスリングクラブ ファイティングスペースゼロ
沼崎　和弥 戸ヶ崎海渡 柏井　健人 藤川　　彬

ゴールドキッズ 館林ジュニアレスリングクラブ 取手レスリングクラブ 小玉ジュニアレスリングクラブ
福田　東記 中村　剛士 滝本　雄登 桑田　夏陽亜

日立市レスリングクラブ PUREBRED 龍ヶ崎レスリングクラブ ゴールドキッズ
矢後　公誠 阿部　雄大 塚野　勝頼 下村　滉平

柏レスリングクラブ 日立市レスリングクラブ 龍ヶ崎レスリングクラブ ゴールドキッズ
古谷　直樹 小澤　知輝 加藤　千寛 川上　直也

龍ヶ崎レスリングクラブ だっぺクラブ 館林ジュニアレスリングクラブ 明和レスリングクラブ
越田　強太 鈴木　裕大 梅畑洸之介 篠原　一希

ＭＩＹＡＨＡＲＡ　ＧＹＭ 宮城少年レスリング教室 ＡＡＣＣ 小玉ジュニアレスリングクラブ
斎藤　隼佑 荒川　俊汰 多田龍之介 上野　穂高

みぶチビッコレスリング教室 みぶチビッコレスリング教室 明和レスリングクラブ だっぺクラブ
田口　拓海 宮本　幸輝 大萱生　樹 鈴木　大介

明和レスリングクラブ 龍ヶ崎レスリングクラブ 宮城少年レスリング教室 さくら市少年レスリングクラブ
和智　　輝 山崎弥十朗 萩本　　龍

ウエノハラレスリングクラブ PUREBRED 千代田ジュニアレスリングクラブ
石岩　寛鷹 橘　　洋功 飯村　友基 芦川　泰隆

邑楽ジュニアレスリングクラブ PUREBRED 水戸市レスリングスポーツ少年団 東海ジュニアレスリングクラブ
大高　梨紗 川村　きこ 稲垣　七海 早瀬　　茜

大子ジュニアレスリングクラブ 大子ジュニアレスリングクラブ 情念クラブ 明和レスリングクラブ
加賀田葵夏 山下　千穂 五十嵐未帆 菊池　果古

ゴールドキッズ ゴールドキッズ 関宿レスリングクラブ 大子ジュニアレスリングクラブ
矢後　愛佳 浅倉　栞南 安藤　友香 大出　若奈

柏レスリングクラブ 柏レスリングクラブ 松崎ジュニアレスリングクラブ 千代田ジュニアレスリングクラブ
木村　夕貴 高橋海寿々 熊谷莉里子 増川　佑奈

柏レスリングクラブ ゴールドキッズ 練馬ジュニア 谷原クラブ 小玉ジュニアレスリングクラブ
木澤　早織 井上　真央 石井　紗千

ゴールドキッズ 明和レスリングクラブ だっぺクラブ
山崎　慎也 増山　郁人 大塚　　凌 藤田　隆斗

ゴールドキッズ 千代田ジュニアレスリングクラブ みぶチビッコレスリング教室 大子ジュニアレスリングクラブ
中村　倫也 猪口　　薫 熊木　尚悟 黒沢　健斗
PUREBRED 松崎ジュニアレスリングクラブ 大子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
渋谷　勇生 柏井　豪紀 佐藤　賢紀 布施木祐太

ゴールドキッズ 取手レスリングクラブ 日立市レスリングクラブ 取手レスリングクラブ
水野　真斗 奥屋敷勇人 仲澤　　瞭 高山　　凪

ＡＡＣＣ 横須賀ジュニアレスリング教室 大子ジュニアレスリングクラブ みぶチビッコレスリング教室
小澤　健斗 小林　俊瑛 筑波　卓大 上星　健太

日立市レスリングクラブ 水戸市レスリングスポーツ少年団 霞ヶ浦アンジュスポーツクラブ 伊勢崎スパークラーズ
平沢　直城 後藤　譲二 仁濱　優 石井　健一

取手レスリングクラブ 米沢レスリングクラブ PUREBRED 水戸市レスリングスポーツ少年団

藤田　淳嗣 武田　光司 五十嵐大希 和智　健悟
大子ジュニアレスリングクラブ 情念クラブ 米沢レスリングクラブ ウエノハラレスリングクラブ

坂上楓舞希 梅林　美希 薄木　優南 会沢　円花
小玉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 米沢レスリングクラブ ひたちなか市レスリング

宮原　　優 福浪　　愛 東川　麻衣 根本　里彩
ＭＩＹＡＨＡＲＡ　ＧＹＭ ＭＩＹＡＨＡＲＡ　ＧＹＭ みぶチビッコレスリング教室 みぶチビッコレスリング教室

平野　瑞紀 石井美彩貴 北　　尚恵
小玉ジュニアレスリングクラブ 水戸市レスリングスポーツ少年団 ＭＩＹＡＨＡＲＡ　ＧＹＭ

長尾　希実 藤田和夏子 伊東　成美 近藤　真由
小玉ジュニアレスリングクラブ 大子ジュニアレスリングクラブ 栄魂倶楽部ＪＷＳ 小玉ジュニアレスリングクラブ

篠崎　杏樹 湯浅志澄歌 飯塚ふみ香 湯田　真子
大子ジュニアレスリングクラブ 情念クラブ 館林ジュニアレスリングクラブ 田島チビッ子レスリングクラブ

団体の部 第１位　ゴールドキッズ　　　　第２位　大子ジュニアレスリングクラブ　
第３位　PUREBRED大宮・柏レスリングクラブ・小玉ジュニアレスリングクラブ・日立市レクリングクラブ・水戸市レスリングスポーツ少年団
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第８回茨城オープンジュニアレスリング大会
平成18年7月1日（土） 茨城県立スポーツセンター体育館

幼年の部

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

F


