
NO 種別 出場階級
Kg級 学年 性別 氏名 所属

1 中女・高女 35 中1 女 鈴木　綸夏 焼津リトルファイターズ

2 中女・高女 35 中1 女 石田　莉子 焼津リトルファイターズ

3 中女・高女 40 中2 女 山内　聖心 焼津リトルファイターズ

4 中女・高女 40 中1 女 橋本　菜央 焼津ジュニアレスリングスクール

5 中女・高女 45 高1 女 山﨑愛夏 焼津中央高校

6 中女・高女 45 高1 女 岩田優那 焼津中央高校

7 中女・高女 45 中2 女 外崎　未來 焼津ジュニアレスリングスクール

8 中女・高女 45 中2 女 山本はるあ 東伊豆ジュニアレスリング

9 中女・高女 45 中2 女 安藤　愛莉 沼津レスリングクラブ

10 中女・高女 45 高1 女 山口菜々子 藤枝北高校

11 中女・高女 50 高2 女 土屋沙和 沼津城北高校

12 中女・高女 50 高1 女 川嶋凜 藤枝北高校

13 中女・高女 55 中2 女 鈴木 遥心 沼津学園ジュニアレスリングクラブ

14 中女・高女 55 高2 女 杉本友香 藤枝北高校

15 中女・高女 60 中3 女 相磯 ひなた 沼津学園ジュニアレスリングクラブ

16 中女・高女 60 中1 女 駒田　つかさ 沼津レスリングクラブ

17 中女・高女 70 高1 女 松村咲希 藤枝北高校

18 中男・高男 38 中1 男 小田　皓太 長泉ファイティングエンジェルス

19 中男・高男 38 中2 男 増田　和之進 焼津リトルファイターズ

20 中男・高男 38 中1 男 山田　涼介 沼津レスリングクラブ

21 中男・高男 42 中2 男 三門　優真 焼津リトルファイターズ

22 中男・高男 42 中2 男 望月　康生 焼津リトルファイターズ

23 中男・高男 42 中2 男 西村　翔偉 焼津ジュニアレスリングスクール

24 中男・高男 42 中2 男 竹本　潤 焼津ジュニアレスリングスクール

25 中男・高男 42 中2 男 池田　零 焼津ジュニアレスリングスクール

26 中男・高男 46 中1 男 山内　希一 浜松SSファイターズクラブ

27 中男・高男 46 中2 男 山口　寛汰 焼津リトルファイターズ

28 中男・高男 46 中2 男 清水　悠希 焼津ジュニアレスリングスクール

29 中男・高男 51 高1 男 郡山煌命 沼津城北高校

30 中男・高男 51 中2 男 神村　灯士 浜松SSファイターズクラブ

31 中男・高男 51 中1 男 小菅 篤史 沼津学園ジュニアレスリングクラブ

32 中男・高男 51 中3 男 植松 遼 沼津学園ジュニアレスリングクラブ

33 中男・高男 51 高2 男 森川　優暉 伊豆総合高校

34 中男・高男 51 高1 男 秋山佳希 吉原工業高校

35 中男・高男 51 高2 男 坂田謙心 焼津水産高校

36 中男・高男 51 高1 男 山内晄嘉 焼津水産高校

37 中男・高男 51 高2 男 竹本優 藤枝北高校

38 中男・高男 51 高1 男 吉田　朔也 藤枝北高校

39 中男・高男 51 高1 男 石神葵陸 藤枝北高校

40 中男・高男 51 高2 男 小川礼寿 飛龍高校

41 中男・高男 51 高1 男 山﨑陸 飛龍高校

42 中男・高男 55 高2 男 郡山征煌 沼津城北高校

43 中男・高男 55 中2 男 山田　文太 浜松SSファイターズクラブ

44 中男・高男 55 中1 男 山本　岐 東伊豆ジュニアレスリング

45 中男・高男 55 中1 男 岩田　詞音 焼津リトルファイターズ

46 中男・高男 55 高1 男 鈴木　日守瑠 伊豆総合高校

47 中男・高男 55 高2 男 菅原佑 吉原工業高校

48 中男・高男 55 高1 男 関口麻輝 藤枝北高校

49 中男・高男 55 高2 男 佐藤琢磨 飛龍高校

50 中男・高男 60 高1 男 望月翔太 焼津中央高校

51 中男・高男 60 中3 男 鈴木　眞 焼津リトルファイターズ

52 中男・高男 60 中1 男 市川　菖太 焼津ジュニアレスリングスクール

53 中男・高男 60 中3 男 福井　橙空 焼津ジュニアレスリングスクール

54 中男・高男 60 高2 男 井口　裕陽 伊豆総合高校

55 中男・高男 60 高1 男 東海林秀健 稲取高校

56 中男・高男 60 高2 男 中村碧斗 藤枝北高校

57 中男・高男 60 高2 男 佐藤秀磨 飛龍高校

58 中男・高男 60 高1 男 阿部貫太 飛龍高校

59 中男・高男 65 高1 男 奥山快士 焼津中央高校

60 中男・高男 65 高2 男 石田修也 焼津中央高校

61 中男・高男 65 高2 男 宮田　信晴 伊豆総合高校

62 中男・高男 65 高1 男 後藤楽來 沼津工業高校

63 中男・高男 65 高1 男 杉原光祐 稲取高校

64 中男・高男 65 高1 男 志村僚眞 飛龍高校

65 中男・高男 71 中3 男 濱本　侑太郎 長泉ファイティングエンジェルス

66 中男・高男 71 高2 男 トマスジョンベネディクト 吉原工業高校

67 中男・高男 71 高1 男 亀平生龍 吉原工業高校

68 中男・高男 71 高1 男 安本耕心 藤枝北高校

69 中男・高男 71 高2 男 淺野稜悟 飛龍高校

70 中男・高男 80 高1 男 石川羚牙 吉原工業高校

71 中男・高男 80 高1 男 鈴木麗空歩 稲取高校

72 中男・高男 80 高2 男 福田航大 藤枝北高校

73 中男・高男 80 高2 男 小田悠太 飛龍高校

74 中男・高男 80～125 高2 男 ロドリゲスレナンサトウ 吉原工業高校

75 中男・高男 80～125 高1 男 古賀一颯 吉原工業高校

76 中男・高男 80～125 高2 男 佐野龍虎 焼津水産高校

77 中男・高男 80～125 高2 男 遠藤大翔 飛龍高校

78 高3・一般 70 高3 男 小泉紀博 沼津工業高校

79 高3・一般 70 一般 男 田力秋洋 稲取高校

80 高3・一般 現体重74 一般 男 森　祐介 焼津リトルファイターズ


