
神奈川県ジュニアレスリング選手権大会 入賞者一覧 2020/10/11 逗子アリーナ

●高校男子1年の部

階級 順位

55kg級 第1位

55kg級 第2位

55kg級 第3位

55kg級 第3位

60kg級 第1位

60kg級 第2位

60kg級 第3位

60kg級 第3位

65kg級 第1位

65kg級 第2位

65kg級 第3位

80kg級 第1位

80kg級 第2位

80kg級 第3位

125kg級 第1位

125kg級 第2位

●高校男子2年の部

階級 順位

60kg級 第1位

60kg級 第2位

60kg級 第3位

60kg級 第3位

71kg級 第1位

71kg級 第2位

71kg級 第3位

71kg級 第3位

92kg級 第1位

92kg級 第2位

●高校女子の部

階級 順位

62kg級 第1位

62kg級 第2位

62kg級 第3位

62kg級 第3位

宮田 太陽 （修悠館）

青山 宗介 （修悠館）

磯浜 広大 （横浜清陵）

長井 颯汰 （修悠館）

（修悠館）

選手名 所属

平岡 大河 （磯子工）

伊藤 謙汰

沖永 薫音 （修悠館）

相川 航輝 （磯子工）

（修悠館）

選手名 所属

（修悠館）

中村 勇貴 （釜利谷）

デンジャーフィールド ルーシアスアポロ （磯子工）

倉永 蒼士 （修悠館）

茂木 剛喜

多良 晃匡 （修悠館）

松野 暁悟

青山 勇太 （修悠館）

橋本 侑来 （修悠館）

清野 光佑 （磯子工）

石井 一希

（修悠館）

大舘 一咲 （磯子工）

（磯子工）

江口 凪海 （磯子工）

井上 天汰

石井 洸樹 （釜利谷）

瀧本 虎隼 （修悠館）

河村 幸乃進 （修悠館）

中村 健人 （修悠館）

選手名 所属

岩澤 善古 （修悠館）

高橋 志奈 （三浦学苑）

原田 麻由 （釜利谷）

後藤 日向 （釜利谷）

吉開 琉菜 （釜利谷）
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●中学男子の部

階級 順位

group-A 第1位

group-A 第2位

group-A 第3位

group-A 第3位

group-B 第1位

group-B 第2位

group-C 第1位

group-C 第2位

group-C 第3位

group-C 第3位

group-D 第1位

group-D 第2位

group-D 第3位

group-E 第1位

group-E 第2位

●中学女子の部

階級 順位

group-A 第1位

group-A 第2位

group-A 第3位

group-B 第1位

group-B 第2位

group-B 第3位

group-B 第3位

竹内 美保子 （YJWC）

木下  凛 （NEXUS）

小川　舞 （バイソンズ）

黒澤 真汐 （ベアーズ）

選手名 所属

関戸 香梨奈 （バイソンズ）

山内 悠妃 （ファイヤー）

原　莉音 （YJWC）

金子 日向 （YJWC）

岩崎 和志 （デビルズ）

田邊　真 （ベアーズ）

高山 海斗 （NEXUS）

浅野 稜悟 （NEXUS）

大田　譲 （バイソンズ）

奈須川 将暉 （ベアーズ）

川路 悠介 （バイソンズ）

秋本 弥祿薫 （秋本）

徳永 瑛照 （バイソンズ）

本多 正虎 （NEXUS）

富田 英斉 （逗子）

松原 光琉 （YJWC）

菅原 大志 （ベアーズ）

長谷川 太一 （東海）

選手名 所属
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●小5.6年男子の部

階級 順位

group-A 第1位

group-A 第2位

group-A 第3位

group-A 第3位

group-B 第1位

group-B 第2位

group-B 第3位

group-B 第3位

group-C 第1位

group-C 第2位

group-C 第3位

group-C 第3位

group-D 第1位

group-D 第2位

group-D 第3位

group-D 第3位

group-E 第1位

group-E 第2位

group-E 第3位

group-E 第3位

group-F 第1位

●小5.6年女子の部

階級 順位

group-A 第1位

group-A 第2位

group-A 第3位

group-A 第3位

group-B 第1位

group-B 第2位

group-B 第3位

group-B 第3位

group-C 第1位

group-C 第2位

group-C 第3位

group-C 第3位

group-D 第1位

group-D 第2位

group-E 第1位

group-E 第2位

飯田　響 （ヤマガタ）

石橋 夕日華 （東海）

番家 葉陽 （東海）

太田 明里 （バイソンズ）

大矢 華乃 （YJWC）

寶嶋 栞那 （NEXUS）

竹内 菜々子 （YJWC）

田中 愛莉 （逗子）

勝目 結羽 （NEXUS）

山縣 卯月 （ベアーズ）

岩崎 梅乃 （ファイヤー）

山中 創太 （ベアーズ）

選手名 所属

加藤 あん （ファイヤー）

斉藤 想和 （デビルズ）

本多 世宝 （NEXUS）

浜田 光樹 （逗子）

高橋 礼恩 （東海）

守谷 俐玖 （逗子）

手塚 爽佑 （バイソンズ）

金子 日明 （YJWC）

飯泉 敢太 （秋本）

河野 大樹 （東海）

石川 龍彦 （逗子）

渡辺 壮祐 （東海）

柴田 莉玖 （バイソンズ）

望月 楓馬 （ファイヤー）

影山　廉 （逗子）

植田 晃匡 （秋本）

石原 秀大 （逗子）

磯部 蒼斗 （YJWC）

伊従 壮太 （秋本）

選手名 所属

軽部 東陽 （NEXUS）

西海 太祐 （ベアーズ）

小原 心花 （ファイヤー）

田所 杏梨 （デビルズ）

田邊　波 （ベアーズ）

高山 海優 （NEXUS）


