
部門 階級 第１位 第２位 第３位 第３位
田口  刹奈
邑楽ジュニア

佐々木　力人 杉田　　蓮 太田　真蓉 佐々木　里菜
松﨑ジュニア PUREBRED大宮 柏レスリング GOLDEN STAR
荻野　海志 菅野　嵐士 加藤　敦史 林　　怜穏

ファイヤーボーイズ ファイヤーボーイズ 館林ジュニア 山中道場
高橋　海大 田代　龍之介 井上　甲太 佐藤　　大
焼津ジュニア 龍ヶ崎レスリング 高田道場 田島チビッ子
五十嵐　開 大高　彩花 金子　晴翔 金子　勇翔
田島チビッ子 大子ジュニア 霞ヶ浦アンジュ 霞ヶ浦アンジュ
五十嵐文弥 藤倉　優花 吉田　アラシ 杉崎　鷹汰

高田道場 邑楽ジュニア 松戸ジュニア KING'S Jr
横川　　蓮 橋本　玲也 小野寺　和輝 曽根　将吾

GOLD KID'S GOLDEN STAR 関宿レスリング 焼津ジュニア
鶴屋　　怜 矢野瑠　生明 後平　　広 荒川　健太

松戸ジュニア 宇都宮クラブ 関宿レスリング GOLD KID'S
菅沼　碧久 塩谷　　優 舩越　雄浩 外山　友雅
GOLD KID'S GOLD KID'S 宇都宮クラブ 龍ヶ崎レスリング
小川　玲奈 小沼　魁成 赤荻　志郎 福岡　勇大
小玉ジュニア KING'S Jr 米沢レスリング 取手レスリング
草間　正汰 片岡　梨乃 高巣　菜の香 伊藤　光汰
松﨑ジュニア 松戸ジュニア GOLD KID'S ＡＡＣＣ
青野　健也 宮田　和虎 高山　凛子 岡島　明日輝

ＡＡＣＣ PUREBRED大宮 宇都宮クラブ 水戸市レスリング
深田　雄智 杉崎　龍一 飯田　風音 高巣　究吾

ＡＡＣＣ KING'S Jr PUREBRED大宮 GOLD KID'S
小沼　龍心 高橋　夢大 鏡　　優翔 渡部　桐子
KING'S Jr 焼津ジュニア 宇都宮クラブ 田島チビッ子

佐藤　涼火 安田　裕作 佐々木　偉琉 佐藤　　陸
GOLD KID'S GOLD KID'S 松﨑ジュニア 田島チビッ子
吉川　　諒 根本　元太 島谷　　侃 佐々木　修斗

GOLD KID'S 宇都宮クラブ 松戸ジュニア GOLDEN STAR 
森川　海舟 佐々木　翼 我妻　幹比古 鈴木　敬太

高田道場 沼津学園ジュニア 田島チビッ子 松戸ジュニア
服部大虎 鈴木歩夢 木村智洋 稲葉洋人

水戸市レスリング 水戸市レスリング 館林ジュニア ＡＡＣＣ
青木　新之亮 田中　彬義 柳田　翔吾 鈴木　　心
横浜デビルズJr. ＡＡＣＣ 宇都宮クラブ PUREBRED大宮

小田　智也 石川　弘人 高木　　玲 小椋　鷹飛
邑楽ジュニア 邑楽ジュニア ＡＡＣＣ 取手レスリング
安藤　悠哉 松井　滉季 武内　勇磨 杉田　柊馬
松﨑ジュニア PUREBRED大宮 取手レスリング PUREBRED大宮
石黒　隼士 劉　　宇洋 並木　謙樹
GOLD KID'S 小玉ジュニア ＡＡＣＣ

吉田　ケイワン 佐々木　貴幸 長島　光希 金子　健太
松戸ジュニア 日立市レスリング 水戸市レスリング 龍ヶ崎レスリング

長谷川　愛留 吉田　裕貴 橋本　魅大 七野　公輝
ＡＡＣＣ 小玉ジュニア GOLDEN STAR ポコナクラブ

鈴木　絢大 島谷　東志 小島　彩暉 清野　雄太
沼津学園ジュニア 松戸ジュニア 大間々レスリング 邑楽ジュニア

齋藤　一樹 榊　　大夢 伊澤　風我 菊地　優仁
KING'S Jr 郡山レスリング 宇都宮クラブ さくら市少年レスリング

阿部　敏弥 小島　裕紀 太田　真暉 金子　成就
水戸市レスリング 霞ヶ浦アンジュ 柏レスリング PUREBRED大宮

乙黒　拓斗 赤荻　蘭丸 掛川　修平 佐々木　雄大
GOLD KID'S 米沢レスリング 小玉ジュニア 松﨑ジュニア
中村　剛士 山内　　壮 阿部　雄大 鏡　　隼翔

PUREBRED大宮 ファイヤーボーイズ 日立市レスリング 宇都宮クラブ
神　　鉄平 近藤　　海 皆川　健太郎 矢後　公誠

ＡＡＣＣ 小玉ジュニア 宇都宮クラブ 柏レスリング
成国　大志 齋藤　雅敏 椎名　大輔 梅林　太朗
GOLD KID'S 日立市レスリング 大子ジュニア 小玉ジュニア
吉田　アミン 佐久間　海 田部井　祐太 森川　周斗
松戸ジュニア 郡山レスリング 邑楽ジュニア 沼津レスリング
上野　穂高 横張　太一 渡部　陽平 柴崎　世真
だっぺクラブ 霞ヶ浦アンジュ 田島チビッ子 館林ジュニア

山﨑　弥十郎 石黒　峻士 佐々木　真信 飯村　友基
PUREBRED大宮 GOLD KID'S 日立市レスリング 水戸市レスリング

吉村　涼菜 末光　杏菜 三谷　真理朱 金田　優月
PUREBRED大宮 松戸ジュニア 沼津学園ジュニア 郡山レスリング
吉元　玲美那 太田　若那 曽根　優奈 五十嵐　紗彩

ＡＡＣＣ 柏レスリング 焼津ジュニア 田島チビッ子
須崎優衣 小川祐奈 五十嵐　彩季 横地　ななこ

松戸ジュニア 小玉ジュニア 関宿レスリング 柏レスリング
成国　琴音 高安　希姫 逆井　玲南 加藤　　濯
GOLD KID'S GOLDEN STAR 小玉ジュニア 郡山レスリング
森川　美和 吉柴　未彩輝 中島　怜香 上野　睦実

沼津レスリング みぶチビッコ PUREBRED大宮 だっぺクラブ
宮内　美里 助川　遥南 五十嵐　ひかり 石崎　彩夏

ＡＡＣＣ ひたちなか市レスリング 米沢レスリング さくら市少年レスリング
東川　加奈 中村　未優 伊勢崎　美月 森上　莉那
宇都宮クラブ PUREBRED大宮 だっぺクラブ GOLDEN STAR
大高　梨紗 川村　きこ 武内　玲奈 鈴木　小鼓
大子ジュニア 大子ジュニア 取手レスリング 横浜デビルズJr.
横川　和奏 山下　千穂 大塚　亜美 上野　智子
GOLD KID'S GOLD KID'S 宇都宮クラブ GOLD KID'S

加賀田　葵夏 浅倉　栞南 三輪　奏歩 伊澤　星花
GOLD KID'S GOLD KID'S 関宿レスリング 宇都宮クラブ
川中子　愛 安藤　友香 西澤　まどか 藤田　有季子
宇都宮クラブ 松﨑ジュニア 小玉ジュニア 大子ジュニア
矢後　愛佳 大出　若奈 澤田　千優

柏レスリングクラブ 千代田ジュニア ＡＡＣＣ
岡村　　優 木村　夕貴 鈴木　千加
だっぺクラブ 柏レスリングクラブ 松戸ジュニア
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