
⼩学⽣1・2年 20kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし︓9名︓8試合

⽮野数志 (TBSU)

JaredWood (SEAHAWKS)

安藤叶登 (YJWC)

柴⽥柚⾹ (TBSU)

勝村⻁ノ介 ( 勝村道場 )

柏樹礼也 (YJWC)

⽩井汰 (TBSU)

安⽥輝 (YJWC)

佐藤莉桜 ( 東海 Jr.)

A10

A11

A12

A13

A36

A37

A55

A01

及川美優 ( 東海 Jr.)

GriffinNeago (SEAHAWKS)

⽮込綺介 (YJWC)

⽯渡⿓毅 (NEXUS)

本⽊ゆうな ( ベアーズ )

森⼭幹太 (YJWC)

星野舷太 (TBSU)

江⼝実⾥ (YJWC)

安藤由桜 ( 東海 Jr.)

菅原早穂 ( ベアーズ )

⽥中琉之介 ( 逗⼦ )

A14

A15

A16

A17

A38

A39

A56

A04

A02

A03

⼩学⽣1・2年 22kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし︓11名︓10試合



吉成⼤⾨ (YJWC)

⼤関怜 ( 東海 Jr.)

斎藤隆博 ( デビルズ )

⼤川煌⼼ ( 東海 Jr.)

⼩学⽣1･2年 26kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし︓4名︓3試合

A42

A43

A58

⼩学⽣1･2年 24kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし︓8名︓7試合

星野渉太 (TBSU)

CaelisMattingly (SEAHAWKS)

熊澤颯⼆郎 (TBSU)

三⾕栄⼼ (NEXUS)

中島天羅 (YJWC)

⻄海⽻菜 ( ベアーズ )

川路将也 (TBSU)

藤島結⽣ ( 秋本道場 )

A18

A19

A20

A21

A40

A41

A57

鈴⽊琳媛 ( 東海 Jr.)

1･2 年 32kg級準優勝選⼿

⼩学⽣ 1･2年 28kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし︓1名︓2試合

参考試合 A60

鈴⽊琳媛 ( 東海 Jr.)
A59



松⼭上太郎 (TBSU)

1･2 年 32kg級優勝選⼿

⼩学⽣1･2年 32kgUP級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし︓1名︓2試合

参考試合 A62

松⼭上太郎 (TBSU)
A61

宮本真誠 (TBSU)

飯⽥奏 (YJWC)

⼤⽥蓮 (TBSU)

⼩学⽣1･2年 32kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし︓3名︓3試合

A05

A22

A44

※優勝選⼿・準優勝選⼿は参考試合あり

⼩学⽣3･4年 25kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓10名︓9試合

桑原廷佳 ( 逗⼦ )

安藤凜 ( 東海 Jr.)

古⾥光晟 ( ベアーズ )

⽥所杏梨 ( デビルズ )

植⽥晃匡 ( 秋本道場 )

眞鍋惇 ( 逗⼦ )

児⽟⿓⽃ ( 東海 Jr.)

⽥邊波 ( ベアーズ )

池⽥琴⾳ ( 秋本道場 )

⽵内菜々⼦ (YJWC)

A23

A24

A25

A26

A45

A46

A63

A06

A07



⼩学⽣3･4年 27kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓10名︓9試合

勝⽬結⽻ (NEXUS)

伊従壮太 ( 秋本道場 )

児⽟隼輝 ( 東海 Jr.)

⽮野遊志 (TBSU)

⽥中愛莉 ( 逗⼦ )

渡辺壮祐 ( 東海 Jr.)

中⽥⻁我 ( 秋本道場 )

渡辺善太 ( 東海 Jr.)

⻄海太祐 ( ベアーズ )

軽部東陽 ( 逗⼦ )

A27

A28

A29

A30

A47

A48

A64

A08

A09

三⾕⼼乃 (NEXUS)

JadonWood (SEAHAWKS)

坂井愛咲 ( 逗⼦ )

⼤⽮華乃 (YJWC)

内⽥翔⾺ ( 勝村道場 )

⼭縣卯⽉ ( ベアーズ )

⼩学⽣3･4年 30kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓6名︓5試合

A31

A32

A49

A50

A65



柴⽥莉玖 (TBSU)

佐藤来⽃ ( 東海 Jr.)

中島偲紗 (YJWC)

河野⼤樹 ( 秋本道場 )

⼩学⽣3･4年 33kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓4名︓3試合

A51

A52

A66

⼩学⽣3･4年 37kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓7名︓6試合

本多世宝 (NEXUS)

斎藤想和 ( デビルズ )

⾦⼦⽇明 (YJWC)

飯⽥響 (YJWC)

⽯井康介 ( 秋本道場 )

KennethJones (SEAHAWKS)

⼿塚爽佑 (TBSU)

A33

A34

A35

A53

A54

A67

岡⽥峻太朗 (YJWC)

森⽥千尋 ( 秋本道場 )

⼩学⽣3･4年 42kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓2名︓1試合

B44



安藤陽菜 ( 東海 Jr.)

⼭中創太 ( ベアーズ )

⼩学⽣3･4年 42kgUP級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓2名︓1試合

B45

徳永瑛照 (TBSU)

松原光琉 (YJWC)

鈴⽊⼤覚 ( ⼭縣道場 )

⼩学⽣5･6年 30kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓3名︓3試合

B02

B25

B46

⼩学⽣5･6年 33kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓7名︓6試合

関⼾⾹梨奈 (TBSU)

⾕⼝敏章 ( 勝村道場 )

岡⽥雄⾶ ( ベアーズ )

増⽥⿓紀 ( 逗⼦ )

KalebEdgar (SEAHAWKS)

池⽥⻁太朗 ( 秋本道場 )

菅原⼤志 ( ベアーズ )

B03

B04

B05

B26

B27

B47



⽵内健太郎 (YJWC)

JamesHarris (SEAHAWKS)

KicohGuenther (SEAHAWKS)

秋本弥祿薫 ( 秋本道場 )

⼩学⽣5･6年 36kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓4名︓3試合

B28

B29

B48

⼩学⽣5･6年 39kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓8名︓7試合

川路悠介 (TBSU)

カウティンマキシマス ( 逗⼦ )

岡⽥元希 ( ベアーズ )

及川統⼤ ( 東海 Jr.)

⽥邊慶次 ( ベアーズ )

UriahStringfield (SEAHAWKS)

藤島勇⾶ ( 秋本道場 )

奈須川将暉 ( 逗⼦ )

B06

B07

B08

B09

B30

B31

B49



⼩学⽣5･6年 44kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓9名︓8試合

本多正⻁ (NEXUS)

KevinJones (SEAHAWKS)

松本獅恩 ( 東海 Jr.)

三宅魁 ( 勝村道場 )

富⽥英⻫ ( 逗⼦ )

⼤関泰成 ( 東海 Jr.)

浅野称志 ( 逗⼦ )

押⽥健⼼ ( ⽊⼝道場 )

⼤⽥譲 (TBSU)

B10

B11

B12

B13

B32

B33

B50

B01

MicahStringfield (SEAHAWKS)

⾦澤壱樹 ( 逗⼦ )

⼩学⽣5･6年 50kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓2名︓1試合

B34

※優勝選⼿は参考試合あり

⽊⻁翔慈 ( ⽊⼝道場 )

5･6 年 50kg級優勝選⼿

⼩学⽣5･6年 50kgUP級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓1名︓2試合

参考試合 B52

⽊⻁翔慈 ( ⽊⼝道場 )
B51



原莉⾳ (YJWC)

中⽥愛桜 ( 秋本道場 )

⽥中杏 ( 逗⼦ )

⼩学⽣5･6年⼥⼦ 29kg級︓２分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓3名︓3試合

B14

B35

B53

植⽥明美歌 ( 秋本道場 )

⼩川舞 (TBSU)

松浦夢⾥愛 (YJWC)

⼩学⽣5･6年⼥⼦ 32kg級︓２分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓3名︓3試合

B15

B36

B54

岩崎美優 ( デビルズ )

市川⼼優 ( ベアーズ )

斎藤愛 ( デビルズ )

⼩学⽣5･6年⼥⼦ 43g級︓２分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓3名︓3試合

B16

B37

B55

松⼭桜 (TBSU)

⿊澤真汐 ( ベアーズ )

柳原千晴 (SELF)

⼩学⽣5･6年⼥⼦ 47g級︓２分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり︓3名︓3試合

B17

B38

B56



浅野稜悟 ( 逗⼦ )

川路泰⽣ (TBSU)

⾦⼦⽇向 (YJWC)

徳永瑞基 (TBSU)

中学⽣47kg級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓4名︓3試合

B39

B40

B57

中学⽣53kg級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓7名︓6試合

鈴⽊⾶来 ( 東海 Jr.)

デーハンレザ ( 東海 Jr.)

武末海秀 (YJWC)

坂井響 ( 逗⼦ )

及川丈尊 ( 東海 Jr.)

渡辺⻁汰郎 ( 東海 Jr.)

平岡⼤河 ( 逗⼦ )

B18

B19

B20

B41

B42

B58

岩崎和志 ( デビルズ )

⽥邊真 ( ベアーズ )

中学⽣66kgUP級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓2名︓1試合

B60

伊藤航基 ( ⽊⼝道場 )

富⽥晏寅 ( 逗⼦ )

中学⽣59kg級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓2名︓1試合

B59



⽵内美保⼦ (YJWC)

服部⾥桜 ( デビルズ )

中学⽣⼥⼦41kg級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓2名︓1試合

B61

中学⽣⼥⼦47kg級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓1名︓1試合

浅野稔理 ( 逗⼦ )
B21

中学⽣⼥⼦54kg級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓1名︓1試合

松⼭楓 (TBSU)
B22

中学⽣⼥⼦57kg級︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓1名︓1試合

⾼橋志奈 (YJWC)
B23

浅野稔理 ( 逗⼦ )

松⼭楓 (TBSU)

⾼橋志奈 (YJWC)

中学⽣⼥⼦参考試合︓2分×2R︓UWWルール︓⼀部ローカルルールを適⽤︓3名︓3試合

B24

B43

B62



⼩学⽣団体戦︓2分 1R︓延⻑ 1分︓フォールあり︓横須賀レスリング協会特別ルール適⽤

逗⼦キッズレスリングクラブ

磯⼯ベアーズレスリングクラブ

横須賀ジュニアレスリングクラブ

東海ジュニアレスリングクラブ

NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA

SEAHAWKS

TEAM BISONʼ S by SENSHU-UNIV.

団体A2

団体B2

団体B1

団体A3

団体B3

団体A4

チーム名 チーム名 チーム名

監督名 監督名 監督名

階級 正 副 階級 正 副 階級 正 副

1・2年24kg級 田中　琉之介 1・2年24kg級 川路　将也 矢野　数志 1・2年24kg級 及川　美優

1・2年32kg級 1・2年32kg級 大田　蓮 1・2年32kg級 鈴木　琳媛

3・4年27kg級 桑原　廷佳 田中　愛莉 3・4年27kg級 矢野　遊志 3・4年27kg級 安藤　凜 児玉　隼輝

3・4年37kg級 軽部　東陽 坂井　愛咲 3・4年37kg級 手塚　爽佑 3・4年37kg級 佐藤　来斗

5・6年33kg級 増田　龍紀 田中　杏 5・6年33kg級 小川　舞 関戸　香梨奈 5・6年33kg級

5・6年39kg級 奈須川　将暉 カウティン　マキシマス 5・6年39kg級 川路　悠介 5・6年39kg級 及川　統大

5・6年50kg級 金澤　壱樹 富田　英斉 5・6年50kg級 大田 譲 5・6年50kg級 松本　獅恩 大関　泰成

チーム名 チーム名 チーム名

監督名 監督名 監督名

階級 正 副 階級 正 副 階級 正 副

1・2年24kg級 中島　天羅 森山　幹太 1・2年24kg級 菅原 早穂 1・2年24kg級 三谷 栄心 石渡 龍毅

1・2年32kg級 飯田　　奏 吉成　大門 1・2年32kg級 1・2年32kg級

3・4年27kg級 竹内　菜々子 3・4年27kg級 古里 光晟 田邊 波 3・4年27kg級 勝目 結羽

3・4年37kg級 金子　日明 飯田　　響 3・4年37kg級 3・4年37kg級 本多 世宝

5・6年33kg級 原　　莉音 松原　光琉 5・6年33kg級 菅原 大志 岡田 雄飛 5・6年33kg級

5・6年39kg級 竹内　健太郎 5・6年39kg級 田邊 慶次 岡田 元希 5・6年39kg級

5・6年50kg級 中島　我斗 5・6年50kg級 黒澤 真汐 5・6年50kg級 本多 正虎

チーム名

監督名

階級 正 副

1・2年24kg級 Caelis Mattingly Griffin Neago

1・2年32kg級

3・4年27kg級

3・4年37kg級 Kenneth　Jones

5・6年33kg級 Kaleb Edgar

5・6年39kg級 Uriah Stringfield James Harris

5・6年50kg級 Micah Stringfield Kevin Jones

SEAHAWKS

野田隆嗣

東海ジュニアレスリングクラブ

市口　政光　

NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA

勝目　力也

横須賀ジュニアレスリングクラブ

奥屋敷　賢彦

磯工ベアーズレスリングクラブ

菅原 和哉

逗子キッズレスリングクラブ

松岡　幹夫

TEAM BISON'S BY SENSHU-UNIV.

木村 元彦


