
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

１７㎏ （YJWC） （ベアーズ） （ロデオ） （勝村道場）

１９㎏ （勝村道場） （市民教室） （市民教室）

２０㎏A （市民教室） （ベアーズ） （市民教室）

２０㎏B （逗子） （逗子） （ロデオ） （市民教室）

２３㎏ （逗子） （NAVY) （市民教室） （市民教室）

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

１・２年１８㎏ （ベアーズ） （YJWC） （市民教室） （YJWC）

１・２年２１㎏ （ベアーズ） （ネクサス） （NAVY)

１・２年２２㎏ （YJWC） （NAVY) （ベアーズ）

１・２年２４㎏ （YJWC） （ベアーズ） （ネクサス）

１・２年２５㎏ （逗子） （YJWC） （市民教室）

１・２年２８㎏ （逗子） （逗子） （ロデオ） （ロデオ）

１・２年３５㎏ （ネクサス） （NAVY) （山縣道場）

３・４年２５㎏ （逗子） （ネクサス） （横浜） （ベアーズ）

３・４年２７㎏ （YJWC） （ベアーズ） （逗子） （勝村道場）

３・４年２８㎏ （逗子） （YJWC） （市民教室）

３・４年２９㎏ （市民教室） （逗子） （YJWC） （逗子）

３・４年３２㎏ （ベアーズ） （デビルズ） （市民教室） （ロデオ）

３・４年３４㎏ （ベアーズ） （YJWC） （市民教室） （ロデオ）

３・４年３６㎏ （デビルズ） （YJWC） （ベアーズ） （ロデオ）

３・４年３８㎏ （ネクサス） （逗子） （勝村道場）

３・４年＋４０㎏ （ベアーズ） （NAVY) （YJWC）

５・６年３１㎏ （逗子） （逗子） （勝村道場）

第９０回　横須賀市民体育大会レスリング競技　（Ｈ２９．１２．３）

　幼年の部

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

優　　　勝 第　２　位 第　３　位 第　３　位
階　　級

安藤　叶登

加原　賢人

氏　　　　　名

小堀　龍之助

桑原　廷佳

安田　　輝

本木　嗣晃

平田　剛士

原　　　莉音

菅原　早穂

氏　　　　　名

竹内　菜々子

中島　天羅

田邊　波

勝村　虎ノ介

原　　虎瑠

増田　龍紀

第　２　位

氏　　　　　名

西海　羽菜

Caelis  Mattingly

石渡　龍毅

山縣　卯月

大矢　華乃

勝目　結羽

田中　　優

坂井　愛咲

山中　創太 Kevin  Jones

江口　実里

谷口　敏章

第　３　位

氏　　　　　名

三谷　栄心

本木　ゆうな

Riki  Yamamoto

橋本　怜也

軽部　東陽

第　３　位

岩崎　結斗

　小学生の部

階　　級
優　　　勝

柏樹　礼也

金子　明日佳

松本　一真

西海　太祐

内田　翔馬

菅原　有優 市丸　聖萊 内田　龍汰

加原　弦季 田中　愛莉 町田　勇人 草野　玄乃介

眞鍋　惇 吉成　大門 飯泉　蓮王

田中　琉之介 Joaquin　Pinon 粕谷　ギデオン 矢込　綺介

本多　世宝 Kenny  Jones 岡田　峻太朗

氏　　　　　名

小堀　穂乃華

江口　颯樹

松原　光琉 田中　杏 中島　偲紗 竹内　梨々花

菅原　太志 岡田　雄飛 安藤　優花 加藤　鞍登児

岡田　元希 金子　日明 竹内　優向 高野　大和

岩崎　美優 竹内　健太郎 田邊　慶次 中上　柚利

上野　心優

本多　正虎 浅野　称志 三宅　　　魁



５・６年３５㎏ （逗子） （逗子） （横浜）

５・６年４３㎏ （YJWC） （YJWC） （逗子）

５・６年４８㎏ （逗子） （逗子）

５・６年６０㎏ （デビルズ） （ベアーズ）

富田　英斉

金子　日向

浅野　稜悟

岩崎　和志

カウティン　マキシマス

中島　我斗

坂井　　響

田邊　真

森　功乃介

眞鍋　　彰



所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

中学生男子A （ネクサス） （市民教室）

中学生男子B （逗子） （YJWC） （横浜）

中学生男子C （YJWC） （逗子） （ベアーズ）

中学生男子D （ベアーズ） （ベアーズ） （逗子）

中学生女子37㎏級 （YJWC） （デビルズ） （ベアーズ）

中学生女子44㎏級 （逗子） （横浜）

中学生女子57㎏級 （YJWC）

中学生女子65㎏級 （YJWC）

高校生女子48㎏級 （横浜清陵高）

高校生女子52㎏級 （釜利谷高）

高校生女子56㎏級 （横浜清陵高）

女子53㎏級 （防衛大）

女子58㎏級 （ベアーズ） （ベアーズ）

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

５０㎏ （磯子工高） （高等工科）

５５㎏ （釜利谷高） （磯子工高） （高等工科） （釜利谷高）

６０㎏ （慶応義塾高） （磯子工高） （高等工科） （高等工科）

６６㎏ （磯子工高） （高等工科） （高等工科）

７４㎏ （磯工ベアーズ） （磯子工高） （横浜清陵高） （高等工科）

８４㎏ （磯子工高） （釜利谷高） （磯子工高） （磯子工高）

+８４㎏ （磯子工高）

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

５７㎏ （防衛大） （釜利谷高） （磯子工高） （高等工科）

６５㎏ （高等工科） （高等工科） （防衛大） （高等工科）

７４㎏ （防衛大） （高等工科） （釜利谷高） （磯子工高）

８６㎏ （ＮＡＶＹ） （ＮＡＶＹ） （横浜清陵高） （高等工科）

＋８６㎏ （防衛大）

第９０回　横須賀市民体育大会レスリング競技　（Ｈ２９．１２．３）

丸田　紗加

高橋　志奈

新倉　すみれ

佐藤　大斗　 小川　暁斗 釼持　誠 山根　光友

佐川　健

新倉　沙希

平岡　大宙 福島　太一 野中　義宗 多田　豪気

 デンジャーフィールド・コーネリアス・ザイオン 峯田　隆光 齋藤　佑弥

田中　海成 箭内　央祐

原田　真吾 青柳　諒 武山　健太 控井　蓮

ラッサボン・ソークサイ

階　　級
優　　　勝 第　２　位 第　３　位 第　３　位

氏　　　　　名

浅野　稔理

　高校生の部　　　　　　　　　　　　　　　　　

木下　日輪

叶　強 板倉　昴輝 秋山　真人

氏　　　　　名 氏　　　　　名

森崎　克也

竹内　美保子 服部　里桜 小松　咲桜

田中　悠翔 カウティン・スーパー

清野　優奈

優　　　勝 第　２　位 第　３　位 第　３　位
階　　級

　一般の部

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

佐々木　悠貴

林　奎太郎

山下　かいる

小渕　真暉

Dwayne Lyon

渡邊　駿介

勝目　大翔

青柳　祐樹

田邊　紘子

和久　巧凌

市原　巧貴

松原　壮来

本木　みさほ

Barada Moncravie

尾崎　勝平

森田　雄介

内藤　玲央

中嶋　俊暢

階　　級
優　　　勝 第　２　位 第　３　位

宮川　航輔 富田　晏寅

氏　　　　　名

平岡　大河 武末　海秀 森　柊太朗

　中学生の部・女子の部
第　３　位

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

権瓶　昇栄

定丸　壱

ソロモン リオン 竜也

木村　仁哉

山名　白弥

氏　　　　　名


