
部門 階級
Ａ 川口　光流 霞ヶ浦 秋山　一馨 アライアンス 今井　園乃 AACC 天田　椎菜 大間々

Ｂ 小林　桂士 PALAISTRA ガレダギ亜凛 イラン 宮部はづき 取手 三国　正弥 Ｔ－ＫＩＤＳ

Ｃ 佐々木駿介 小玉 大内　夏輝 リバーサル 田中 　昊 WRESTLE-WIN 古田　乙峰 イラン
Ｄ 秋保  　実 GOLD KIDS 大石　青波 AACC 村山　環 谷原くらぶ 関谷　樹良 さくら

  ２０kg級Ａ 牛窓　尊天 WRESTLE-WIN 相田　凌旺 水戸 小泉　楓 柏 柴原  希実 フィギュアフォー

  ２０kg級Ｂ 大谷　凌斗 松戸 長田　由宇 FRG山梨 岡田　幹太 龍ケ崎 瀬戸龍之介 ロータス世田谷

　２２kg級Ａ 丸岡　大騎 WRESTLE-WIN 粟野  照丈 市川コシティ 瀬戸虎之介 ロータス世田谷 中嶋耕太郎 KRAZY BEE

　２２kg級Ｂ 永井　斗梨 市川コシティ 上田　将生 猛禽屋 滝田　宗虎 さくら 池上結愛花 みぶ
　２４kg級Ａ 水澤　宏太 リバーサル 伊藤　青桔 WRESTLE-WIN 小菅　航司 沼津学園 會澤　真我 水戸
　２４kg級Ｂ 小笠原悠力 フェニックス 白 井   汰 BISON’S 吉田　埜愛 リバーサル 柿谷　 空 WRESTLE-WIN

　２６kg級Ａ  田中琉之介 逗 子 山 本   凛  PALAISTRA 中三川遥香 下野サンダー 内海 　想 AACC
　２６kg級Ｂ  清瀬まきあ フィギュアフォー 新妻 洋葵 小 玉 山本　莉紗 WRESTLE-WIN 苅谷萌々香 太田アカデミー

　２８kg級 北村 祥真 KRAZY BEE 鳥居 希子  PALAISTRA 片桐  柚那  MANA 安藤 智仁 WRESTLE-WIN

　３０kg級 古田 稜征 イラン  今井 絢太 AACC 丸山 隼平 GOLD KIDS  石井 愛加里 上 州 
＋３０kg級A 谷川　太人 髙田道場 新田　蒼空 米沢 新井　綾太 千代田 櫻林　駿凛 PUREBRED

＋３０kg級Ｂ 鈴木　大晴 フェニックス 吉田　楓舞 WRESTLE-WIN 根本　廉丈 龍ケ崎 深澤　奏太 カシマ
   ２４kg級 橋本　陽斗 GOLD KIDS 髙野　菜継 ポゴナ 亘生 　翔 リバーサル 山内　悠晟 田島
   ２６kg級Ａ 牛窓　勝心 WRESTLE-WIN 駒井　翔太 沼津学園 藪内　大地 大子 吉田　旺星 Ｋａｎ Ｃｌｕｂ

   ２６kg級Ｂ ガレダギ愛千 イラン 柴原  颯太 フィギュアフォー 小泉　真琴 柏 河又　裕大 ポゴナ
   ２８kg級A 稲葉　広人 松戸 市原　杏士 KRAZY BEE 加藤　陸駆 関宿 眞鍋　  惇 ロータス世田谷

   ２８kg級Ｂ 久保　颯大 ロータス世田谷 神河　勇吹 リバーサル 降矢　純平 BRAVE 佐藤　那都 BRAVE
   ３０kg級Ａ 薬野　柑太 ロータス世田谷 川上琉輝也 大子 川井　大靖 日立市 青柳　晃正 フェニックス

   ３０kg級Ｂ 森藤　平蔵 中野トイカツ 清瀬 　劉孔 フィギュアフォー 加藤　藍丸 ドン・キホーテ 佐藤  　陽 太田アカデミー

   ３２kg級Ａ 三浦　琉生 ひたちなか 川島　颯弥 千代田 大澤　壱佳 GOLD KIDS 丸山琥治朗 小玉
   ３２kg級Ｂ 永田　聖魁 WRESTLE-WIN 諸見 逞人 フィギュアフォー 堀川　源輝 SPIDER 森田　琉碧 ひたちなか

   ３５kg級Ａ 丹　 啓人 水戸 大木　一真 WRESTLE-WIN 内海　 楽 AACC 髙阪　透瑠 龍ケ崎
   ３５kg級Ｂ 本荘　挑真 関宿 大田　 蓮 TEAM BISON’S 小菅　篤史 沼津学園 押山　暖祈 郡山
　 ３８kg級 土肥　利羽 KRAZY BEE 山崎　錬真 下野サンダー 上田　悠生 猛禽屋 永井琥一朗 BRAVE
＋３８kg級A 森田　煌生 WRESTLE-WIN 小室慶太朗 WRESTLE-WIN 丸山　凉平 GOLD KIDS 大内　悠輝 リバーサル

＋３８kg級Ｂ 金澤　永和 柏 佐藤　大真 小玉 秋   保光 GOLD KIDS 諸星　悠也 PUREBRED

   ２８kg級 桑原　廷佳 ロータス世田谷 前田  悠樹 フィギュアフォー 岩上　真大 リバーサル

   ３０kg級 久保　音晴 ロータス世田谷 坂本  　広 AACC 木島鼓羽太 龍ケ崎 長谷川太一 東海
   ３３kg級Ａ 横田　大和 AACC 小川十兵衛 松戸 檜山　惇也 大子 髙橋　快人 ポゴナ
   ３３kg級Ｂ 椎名　遥玖 リバーサル 松林　貫誠 千代田 大久保暁人 谷原くらぶ 柳澤　志音 太田アカデミー

   ３７kg級A 古市　大翔 野田 土屋    舜 フィギュアフォー 原口　碧都 明和 岩崎　航大 ワセダクラブ

   ３７kg級B 安威永太郎 GOLD KIDS 青木　睦斗 PALAISTRA 保坂瞭太朗 ポゴナ 柿田 　挑 WRESTLE-WIN

   ４１kg級A 廣橋　悠貴 GOLD KIDS 丸田　龍平 髙田道場 星野　歩汰 大間々 原田　　湧 ひたちなか

   ４１kg級B 長沼　一汰 WRESTLE-WIN 内藤暖次朗 BRAVE 高橋　悠汰 下野サンダー 古川　音和 髙田道場
   ４５kg級Ａ 戸辺　昇輝 松﨑 佐藤　 岳 太田アカデミー 田中　智大 フェニックス 黒鳥　勇斗 PALAISTRA

   ４５kg級Ｂ 秋保　大地 GOLD KIDS 鈴木　勝大 フェニックス 金谷優太朗 PALAISTRA 武藤コウヤ 国士舘
   ４９kg級 福井　大翔 ポゴナ 岡田　昇大 松戸 大関　泰成 東海 新家谷倖和 市川コシティ

＋４９kg級Ａ 田中  　陸 WRESTLE-WIN 淺野　称志 逗子キッズ 小野　優吾 松﨑 松井　礼士 太田アカデミー

＋４９kg級Ｂ 田村　大翔 GOLD KIDS 根岸　祥嗣 BRAVE 三塚　悠麻 関村道場 矢口　瞳真 霞ヶ浦

Ａ 佐々木なつみ 小玉 及川　美優 東海 矢野　朱莉 中野トイカツ 中嶋　華子 KRAZY BEE

Ｂ 黒川　花帆 イラン 田邊 　波 磯工ベアーズ 本間　あみ 邑楽 山川　  雫 Ｋａｎ Ｃｌｕｂ

Ｃ 田中　愛莉 逗子キッズ 尻無濱せな WRESTLE-WIN 東   海 良 フェニックス 田中  　栞 GOLD KIDS

Ｄ 田中  　結 WRESTLE-WIN 保坂　樹奈 小玉 粟野　和夏 市川コシティ 鈴木 琳媛 東海
Ｅ 小峰  一乃 カシマ
Ａ 角本明日香 ロータス世田谷 片岡 　優 リバーサル 阿久津こはる 田島 日向　玲奈 松戸
Ｂ 小岩　芽以 松戸 青山　成実 邑楽 阿部ひかる 松戸 田中 　 杏 逗子キッズ

Ｃ 筒井　　双 ひたちなか 吉野　美空 PUREBRED 興野　あかり PUREBRED 榊 　 春那 米沢
Ｄ 木村　美海 リバーサル 相磯ひなた 沼津学園 内山　陽誇 霞ヶ浦 梅澤野々花 PALAISTRA

Ｅ 本多結里菜 フィギュアフォー 小沼　彩倭 下野サンダー 濱野　桜子 山中道場 大豆生田 麗 ひたちなか

５・６年の部 横田　大和   AACC

幼年の部 小林　桂士   PALAISTRA １･２年の部 小笠原悠力   フェニックス

３･４年の部 丹　   啓人   水戸 ５・６年の部 横田　大和    AACC

3･4年女子の部 黒川　花帆   イラン 5･6年女子の部 角本明日香   ロータス世田谷
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第２１回茨城オープンジュニアレスリング大会
令和元年７月７日（日）アダストリアみとアリーナ
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