
第 25 回神奈川県少年少女レスリング選手権

日　時：平成 29 年 10 月 8日
場　所：逗子アリーナ
主　催：神奈川県レスリング協会
主　管：逗子レスリング協会・逗子キッズレスリングクラブ 
後　援：全国少年少女レスリング連盟



第 25回神奈川県少年少女レスリング選手権大会実施要項 

 

1：目 的 

神奈川県のアマチュアレスリングを愛好する少年少女が競技を通じて、友情の輪を広めると共に、健康でたくましい心と体を作ることを目
的とする。 

 

2：主 催 

神奈川県レスリング協会 

 

3：主 管 

逗子レスリング協会・逗子キッズレスリングクラブ 

 

4：後 援 

全国少年少女レスリング連盟 

 

5：日 時 

2017年 10月 8日（日） 

・受付：午前 8時 30分～9 時 00分 

・メディカルチェック：午前 8時 30分～9 時 10分 

・監督審判会議：午前 9時 10分～9時 20分 

・開会式：午前 9時 30分 

・試合開始：午前 10時 

 

6：会 場 

逗子アリーナ逗子市池子 1－11－1（TEL 046-870-1296) 

京急神武寺駅・JR逗子駅より徒歩 10分 

※大会当日は、公共機関での来館をお願いします。 

 

7：種 別 

幼年の部：3～4階級 

小学生 1・2年の部：6～7 階級 

小学生 3・4年の部：6～8 階級 

小学生 5・6年の部：7～9 階級 

小学生女子 5・6年の部：2～3階級 

中学生男子の部：申し込み状況に応じて設定する 

中学生女子の部：申し込み状況に応じて設定する 

 

8：競技ルール及び競技要項 

1）「NPO法人全国少年少女レスリング連盟」統一ルール、及び UWW ルールに 準じるほか、 

次の事項による。 

幼年の部：1分間 2 ピリオド 

小学生 1・2年の部：1分 30秒間 2 ピリオド 

小学生 3・4年の部：2分間 2 ピリオド 

小学生 5・6年の部：2分間 2 ピリオド 

小学生女子 5・6年の部：2分間 2 ピリオド 



中学生男子・中学生女子の部︓ 分間 ピリオド
）幼年の部、 ・ 年の部はフォールをとらない。
）幼年の部、 ・ 年の部、 ・ 年の部は男女の区別はしない。
） ・ 年の女子選手で、希望する者は男子の部に出場することができる。 ただし、男女の両階級に出場することはできない。

︓参加資格
神奈川県内の少年少女レスリングクラブ等に所属し現に活動している者、または 在学在住の幼年、小学生、中学生の男女を対象と
する。なお、いずれの場合もスポーツ傷害保険に加入済みであること。

︓計 量
大会の運営の都合上計量は行いません。参加申込書に記載された現体重よりも大幅に体重オーバーしていると思われる選手が例年
見受けられます。現体重は選手や保護者の自己申告ではなく、団体責任者が現体重を確認し、正確に記載してください。
※参加選手に減量させないでください。

︓メディカルチェック
受付から開会式までの間にチームごとにメディカルチェックを行います。選手はあらかじめシングレットまたは試合をする服装で待機して下さ
い。感染する皮膚病（白癬菌）の恐れがある選手は出場できません。

︓表 彰
各階級優勝者にトロフィー・賞状、 位・ 位の者に表彰状授与、参加者全員に参加賞を授与する。

︓参加料
人 円

クラブで取りまとめの上、当日現金にて支払いお願いいたします。（棄権の場合も含む）

︓申込み及び問い合わせ先
参加申込データに必要事項を入力の上、 月 日（日）までに下記アドレスにメールにて申し込みください。
ただし、メールにて申し込みできない方はご連絡ください。

連絡先 － － （携帯）
第 回神奈川県少年少女レスリング選手権大会実行委員会事務局平岡未明
〒 － 逗子市桜山 － －

︓その他
・競技中の事故については、応急の処置を行いますが、以後の責任は負いません。選手は、健康保険証を必ず持参してください。
・試合に出場する選手は靴紐をテーピングで止めてください。
・試合時、選手に白のハンカチを必ず身につけさせてください。
・男女とも更衣室がございますのでご利用ください。
・各クラブ様より大会審判員のご協力をお願いいたします。

●リーグ戦の勝ち点計算について
以下の優先順で順位を決定します。
・勝利数
・総フォール数
・総テクニカルフォール数
・総得点数
・総失点数（少ない方）
・抽選

●参考試合について
本年度より参考試合を設定しました。
ただし3位決定戦ではありません。
お間違いのないようにお願いします。
●次番席について
本年度より次番席を用意しました。
シングレットの色・ハンカチ・シューズの
テーピングを準備して待機してください。



大 会 会 長 斎 藤 勁

大 会 副 会 長 市 口 政 光 月 岡 金 四 郎

大 会 委 員 木 口 宣 昭 押 田 博 之 菅 原 和 哉

阿 部 裕 幸 木 村 元 彦 奥 屋 敷 賢 彦

勝 村 周 一 朗 加 藤 泰 貴 山 口 博

秋 本 じ ん 本 田 多 聞 山 内 任

佐 藤 亮 太 野 田 隆 嗣 生 垣 伸 太 郎

飯 塚 康 介 作 地 剛 大 久 保 忠 光

競 技 委 員 長 市 口 政 光

競 技 副 委 員 長 松 岡 幹 夫

審 判 長 佐 野 友 啓

審 判 員 矢 動 丸 靖 磯 野 修 子 長 田 誠 治

張 壽 錬 大 田 珠 江 堀 内 学

夏 坂 大 器 岡 裕 之 渡 辺 純 雄

山 田 彩 夏 坂 井 宏 有 浅 野 耕 作

軽 部 康 成 富 田 和 人 桑 原 敏 規

香 山 智 平 岡 未 明

競 技 役 員 吉 井 和 男

平 岡 千 佳 子 浅 野 聖 子 大 竹 洋 子

奥 田 圭 介 片 山 千 恵 子 加 原 奈 緒 子

桑 原 聡 子 五 味 良 坂 井 和 美

鈴 木 佳 野 竹 内 太 郎 田 中 麗

田 中 寧 田 中 祐 子 田 中 良 知

ト マ ス 順 子 富 田 ゆ み か 奈 須 川 哲 也

奈 須 川 理 香 増 田 康 之 増 田 明 子

眞 鍋 加 成 子 松 岡 正 子

大 会 役 員

競 技 役 員

神 奈 川 県 内 高 等 学 校 レ ス リ ン グ 部 員



森⼭芽咲 ( 横須賀 )

番家天嵩 ( 東海 )

内⽥⿓汰 ( 勝村道場 )

岩崎蓮乃 ( 秋本道場 )

A6 の敗者

A7 の敗者

幼児の部16kg級︓1分×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

A6

A7

A16

濱野岳 ( 逗⼦ )

勝村⻁ノ介 ( 勝村道場 )

⽮野数志 (BISON'S)

幼児の部17kg級︓1分×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

A1

A8
A17

中原悠太 ( 髙⽥道場 )

⽩井汰 (BISON'S)

奥⽥夏⽣ ( 逗⼦ )

幼児の部18kg級︓1分×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

A2

A9
A18

古⾒結菜 ( 逗⼦ )

⼩原優乃 (FIRE)

松本⼀真 ( ロデオ )

幼児の部19kg級︓1分×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

A3

A10
A19

参考試合 A15



佐藤莉桜 ( 東海 )

⼩寺梛 ( 勝村道場 )

加原賢⼈ ( 逗⼦ )

幼児の部20kg級︓1分×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

A4

A11
A20

⽥中琉之介 ( 逗⼦ )

安藤由桜 ( 東海 )

平⽥剛⼠ ( 逗⼦ )

幼児の部21kg級︓1分×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

A5

A12
A21

清⽔⻁次郎 (AACC)

及川美優 ( 東海 )

川路将也 (BISON'S)

⼩学⽣1・2年の部 19kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B1

B11
B34

Joaquin Pinon (SEAHAWKS)

岡健太郎 ( ⼩⽅道場 )

吉⽥楓⾺ (FIRE)

Caelis Mattingly (SEAHAWKS)

A13 の敗者

A14 の敗者

幼児の部22〜 24kg級︓1分×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

A13

A14

A23

参考試合 A22



⽥邊 波 ( ベアーズ )

⽵中馨都 (AACC)

堂本祐 ( 髙⽥道場 )

⼩学⽣1・2年の部 20kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B2

B12
B35

星野舷太 (BISON'S)

森⼭幹太 ( 横須賀 )

中島天羅 ( 横須賀 )

⼩川瑚⼼ (SELF)

B13 の敗者

B14 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 21kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B13

B14

B37

参考試合 B36

古⾒凌太郎 ( 逗⼦ )

安藤凜 ( 東海 )

星野渉太 (BISON'S)

Riki Yamamoto (SEAHAWKS)

B15 の敗者

B16 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 22kg級 RED︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B15

B16

B39

参考試合 B38



番家⼀路 ( 東海 )

堀川奈那 ( 本⽥多聞 )

桂新太 ( ロデオ )

児⽟⿓⽃ ( 東海 )

B17 の敗者

B18 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 22kg級 BLUE︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B17

B18

B41

参考試合 B40

Harrison Swink (SEAHAWKS)

⽵内菜々⼦ ( 横須賀 )

吉成⼤⾨ ( 横須賀 )

⼩倉駿太郎 ( 東海 )

B19 の敗者

B20 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 23kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B19

B20

B43

参考試合 B42

眞鍋惇 ( 逗⼦ )

⼤関怜 ( 東海 )

藤元遥翔 (PHOENIX)

鈴⽊琳媛 ( 東海 )

B21 の敗者

B22 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 24kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B21

B22

B45

参考試合 B44



渡辺壮祐 ( 東海 )

岩崎梅乃 ( 秋本道場 )

岩崎航⼤ (PHOENIX)

⽥中愛莉 ( 逗⼦ )

B23 の敗者

B24 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 25kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B23

B24

B47

参考試合 B46

⼩寺颯 ( 勝村道場 )

町⽥勇⼈ ( ロデオ )

飯塚虹晴 ( 東京農⼤ )

飯⽥奏 ( 横須賀 )

B25 の敗者

B26 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 27kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B25

B26

B49

参考試合 B48

⼤⽥蓮 (BISON'S)

草野⽞乃介 ( ロデオ )

⼭⽥理⼈ (BISON'S)

新井⼀燦 ( ⼩⽅道場 )

B27 の敗者

B28 の敗者

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

B27

B28

B51

参考試合 B50



岡⽥峻太郎 ( ⼭縣道場 )

⾕⼭智彦 (SELF)

松⼭上太郎 (BISON'S)

⼩学⽣1・2年の部 34kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B3

B33
B56

加原弦季 ( 逗⼦ )

岡⽥睦⽣ ( 本⽥多聞 )

河野⼤樹 ( 秋本道場 )

柴⽥莉玖 (BISON'S)

B29 の敗者

B30 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 29kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B29

B30

B53

参考試合 B52

川路実輝 ( ⽊⼝道場 )

番家葉陽 ( 東海 )

近藤楓真 (SELF)

齋藤碧翔 (PHOENIX)

B31 の敗者

B32 の敗者

⼩学⽣1・2年の部 31kg級︓1分 30秒×2R︓延⻑ 1R︓フォールなし

B31

B32

B55

参考試合 B54



望⽉楓⾺ (FIRE)

岩崎颯真 ( ⽊⼝道場 )

草野湧⼼ ( 東海 )

桑原廷佳 ( 逗⼦ )

A31 の敗者

A32 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 23kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A31

A32

A65

参考試合 A64

児⽟隼輝 ( 東海 )

植⽥晃匡 ( 秋本道場 )

⼩原⼼花 (FIRE)

渡辺善太 ( 東海 )

A33 の敗者

A34 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 24kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A33

A34

A67

参考試合 A66

軽部東陽 ( 逗⼦ )

清⽔⻁丸 (AACC)

三宅⾥來 ( 本⽥多聞 )

鈴⽊悠宇 ( 逗⼦ )

A35 の敗者

A36 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 25kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A35

A36

A69

参考試合 A68



⽥中聡恭 ( ⼩⽅道場 )

⼭崎巧磨 (FIRE)

⼭本勇次朗 (PHOENIX)

岡⼤耀 ( ⼩⽅道場 )

A37 の敗者

A38 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 26kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A37

A38

A71

参考試合 A70

⽮野遊志 (BISON'S)

野⼝樹⽣ ( ⽊⼝道場 )

⼭縣 卯⽉ ( ベアーズ )

坂井愛咲 ( 逗⼦ )

A39 の敗者

A40 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 27kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A39

A40

A73

参考試合 A72

原莉⾳ ( 横須賀 )

植⽥明美歌 ( 秋本道場 )

内⽥翔⾺ ( 勝村道場 )

伊從壮太 ( 秋本道場 )

A41 の敗者

A42 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 28kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A41

A42

A75

参考試合 A74



⽵内梨々花 ( 逗⼦ )

中島偲沙 ( 横須賀 )

井上惺太郎 (BISON'S)

Anthony Swink (SEAHAWKS)

A43 の敗者

A44 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 29kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A43

A44

A77

参考試合 A76

関⼾⾹梨奈 (BISON'S)

鈴⽊⼤覚 ( ⼭縣道場 )

⽥中杏 ( 逗⼦ )

⼩川舞 (BISON'S)

A45 の敗者

A46 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 30kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A45

A46

A79

参考試合 A78

五味果乃⼦ ( 逗⼦ )

齋藤元章 ( 本⽥多聞 )

⼤⾕奏⼠郎 ( ⼩⽅道場 )

新井翔⼤ (FIRE)

A47 の敗者

A48 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 31kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A47

A48

A81

参考試合 A80



⽯井康介 ( 秋本道場 )

野沢慎 (BISON'S)

松澤蓮 (BISON'S)

⼩学⽣3・4年の部 33kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A24

A53
A86

⽚⼭阿修羅 ( 逗⼦ )

岡⽥ 雄⾶ ( ベアーズ )

⼭内悠妃 (FIRE)

平野⼒丸 ( 逗⼦ )

A49 の敗者

A50 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 32kg級 RED︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A49

A50

A83

参考試合 A82

飯⽥響 ( 横須賀 )

渡辺優菜 ( 本⽥多聞 )

安⻫旭⼈ (BISON'S)

⾦⼦⽇明 ( 横須賀 )

A51 の敗者

A52 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 32kg級 BLUE︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A51

A52

A85

参考試合 A84



中上柚利 ( ロデオ )

佐藤来⽃ ( 東海 )

秋本弥祿薫 ( 秋本道場 )

⼩学⽣3・4年の部 34kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A25

A54
A87

岡⽥ 元希 ( ベアーズ )

藤森玲次 (FIRE)

⾼野⼤和 ( ロデオ )

⽥邊 慶次 ( ベアーズ )

A57 の敗者

A58 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 35kg級 BLUE︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A57

A58

A91

参考試合 A90

⽵内健太郎 ( 横須賀 )

⼩川悠⼈ (SELF)

⼿塚爽佑 (BISON'S)

トマスジョーダン武蔵 ( 逗⼦ )

A55 の敗者

A56 の敗者

⼩学⽣3・4年の部 35kg級 RED︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A55

A56

A89

参考試合 A88



浅野称志 ( 逗⼦ )

安藤陽菜 ( 東海 )

三宅魁 ( 勝村道場 )

⼩学⽣3・4年の部 39kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A27

A60
A93

⼩⼭颯輝 (PHOENIX)

仲松明莉 ( 本⽥多聞 )

⼭本純奈 (PHOENIX)

⼩学⽣3・4年の部 36kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A26

A59
A92

柳原千晴 (SELF)

⼤関泰成 ( 東海 )

鎮⽬⼀驚 ( ⼩⽅道場 )

⼩学⽣3・4年の部 42kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A28

A61
A94

⼭中 創太 ( ベアーズ )

松⼭桜 (BISON'S)

中原陽向 ( 髙⽥道場 )

⼩学⽣3・4年の部 49kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A29

A62
A95



Kaleb Limbrick (SEAHAWKS)

澤⽊⼼愛 (FIRE)

川路悠介 (BISON'S)

⼩学⽣5・6年の部 34kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B4

B61
B80

増⽥⿓紀 ( 逗⼦ )

⾕⼝敏章 ( 勝村道場 )

⿊⽥悠希 (FIRE)

⽥中優 ( 逗⼦ )

B59 の敗者

B60 の敗者

⼩学⽣5・6年の部 31kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B59

B60

B79

参考試合 B78

綿引⼀瑳 ( 勝村道場 )

徳永瑛照 (BISON'S)

⼭⽥耕太郎 (BISON'S)

油⾕純太朗 ( 秋本道場 )

B57 の敗者

B58 の敗者

⼩学⽣5・6年の部 29kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B57

B58

B77

参考試合 B76



奈須川将暉 ( 逗⼦ )

岩崎碧都 ( ⽊⼝道場 )

及川統⼤ ( 東海 )

⼤⽥譲 (BISON'S)

B62 の敗者

B63 の敗者

⼩学⽣5・6年の部 37kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B62

B63

B82

参考試合 B81

⼤⽵優哉 ( 逗⼦ )

松本獅恩 ( 東海 )

眞鍋彰 ( 逗⼦ )

⼩学⽣5・6年の部 43kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B5

B66
B85

⼩川然 (BISON'S)

押⽥健⼼ ( ⽊⼝道場 )

藤島勇⾶ ( 秋本道場 )

富⽥英⻫ ( 逗⼦ )

B64 の敗者

B65 の敗者

⼩学⽣5・6年の部 40kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B64

B65

B84

参考試合 B83



Michael Swink (SEAHAWKS)

鈴⽊⾶来 ( 東海 )

鈴⽊孝太 ( ⽊⼝道場 )

⼩学⽣5・6年の部 50kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

⼩学⽣5・6年⼥⼦の部33kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B8

B69
B88

A96

⽵内美保⼦ ( 横須賀 )

⼩松 咲桜 ( ベアーズ )

岡涼⾳ ( 本⽥多聞 )

⼩学⽣5・6年⼥⼦の部36〜 41kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

A30

A63
A98

⾕⽥悠豪 (BISON'S)

⾦⼦⽇向 ( 横須賀 )

浅野稜悟 ( 逗⼦ )

⼩学⽣5・6年の部 44kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B6

B67
B86

⽥中成 ( 逗⼦ )

三宅健太 ( 本⽥多聞 )

坂井響 ( 逗⼦ )

井上夏妃 (BISON'S)

井上夏妃 (BISON'S)

⽥中優 ( 逗⼦ )

⼩学⽣5・6年の部 48kg級︓2分×2R︓延⻑ 1R︓フォールあり

B7

B68
B87

参考試合 A97



武末海秀 ( 横須賀 )

⽔⾕元気 ( 東海 )

富⽥晏寅 ( 逗⼦ )

中学⽣の部53kg級︓2分×2R︓UWWルール

B9

B72
B92

平岡⼤河 ( 逗⼦ )

渡辺⻁汰郎 ( 東海 )

堀川椋⽻ ( 本⽥多聞 )

濱野右慶 ( 逗⼦ )

B70 の敗者

B71 の敗者

中学⽣の部45kg級︓2分×2R︓UWWルール

B70

B71

B91

参考試合 B90

中学⽣の部41kg級︓2分×2R︓UWWルール

徳永瑞基 (BISON'S)

宮崎想⼤ ( 本⽥多聞 )
B89



⼭名 ⽩弥 ( ベアーズ )

デーハンレザ ( 東海 )

宮川航輔 ( 横須賀 )

中学⽣の部55kg級︓2分×2R︓UWWルール

B10

B73
B93

B94

飯塚康太 ( 東京農⼤ )

中学⽣の部60kg級︓2分×2R︓UWWルール

B95
⽥中 悠翔 ( ベアーズ )

飯塚康太 ( 東京農⼤ )

⽥中 悠翔 ( ベアーズ )

中学⽣の部67kg級︓2分×2R︓UWWルール

参考試合

浅野稔理 ( 逗⼦ )

⾼橋志奈 ( 横須賀 )

松⼭楓 (BISON'S)

⾼⿃桃奈 ( 東海 )

B74 の敗者

B75 の敗者

中学⽣⼥⼦の部44〜 57kg級︓2分×2R︓UWWルール

B74

B75

B98

参考試合 B97

B96



試合 階級 回戦 赤選手名1 赤所属1 赤選手名2 赤所属2 青選手名1 青所属1 青選手名2 青所属2 勝者次戦
A1 幼児の部17kg級 リーグ戦 勝村虎ノ介 勝村道場 矢野数志 BISON'S リーグ戦
A2 幼児の部18kg級 リーグ戦 白井汰 BISON'S 奥田夏生 逗子 リーグ戦
A3 幼児の部19kg級 リーグ戦 小原優乃 FIRE 松本一真 ロデオ リーグ戦
A4 幼児の部20kg級 リーグ戦 小寺梛 勝村道場 加原賢人 逗子 リーグ戦
A5 幼児の部21kg級 リーグ戦 安藤由桜 東海 平田剛士 逗子 リーグ戦
A6 幼児の部16kg級 一回戦 森山芽咲 横須賀 番家天嵩 東海 A15・16
A7 幼児の部16kg級 一回戦 内田龍汰 勝村道場 岩崎蓮乃 秋本道場 A15・16
A8 幼児の部17kg級 リーグ戦 濱野岳 逗子 勝村虎ノ介 勝村道場 リーグ戦
A9 幼児の部18kg級 リーグ戦 中原悠太 髙田道場 白井汰 BISON'S リーグ戦
A10 幼児の部19kg級 リーグ戦 古見結菜 逗子 小原優乃 FIRE リーグ戦
A11 幼児の部20kg級 リーグ戦 佐藤莉桜 東海 小寺梛 勝村道場 リーグ戦
A12 幼児の部21kg級 リーグ戦 田中琉之介 逗子 安藤由桜 東海 リーグ戦
A13 幼児の部22～24kg級 一回戦 Joaquin Pinon SEAHAWKS 岡健太郎 小方道場 A22・23
A14 幼児の部22～24kg級 一回戦 吉田楓馬 FIRE Caelis Mattingly SEAHAWKS A22・23
A15 幼児の部16kg級 参考試合 森山芽咲 横須賀 番家天嵩 東海 内田龍汰 勝村道場 岩崎蓮乃 秋本道場 参考試合
A16 幼児の部16kg級 決勝 森山芽咲 横須賀 番家天嵩 東海 内田龍汰 勝村道場 岩崎蓮乃 秋本道場 優勝
A17 幼児の部17kg級 リーグ戦 濱野岳 逗子 矢野数志 BISON'S リーグ戦
A18 幼児の部18kg級 リーグ戦 中原悠太 髙田道場 奥田夏生 逗子 リーグ戦
A19 幼児の部19kg級 リーグ戦 古見結菜 逗子 松本一真 ロデオ リーグ戦
A20 幼児の部20kg級 リーグ戦 佐藤莉桜 東海 加原賢人 逗子 リーグ戦
A21 幼児の部21kg級 リーグ戦 田中琉之介 逗子 平田剛士 逗子 リーグ戦
A22 幼児の部22～24kg級 参考試合 Joaquin Pinon SEAHAWKS 岡健太郎 小方道場 吉田楓馬 FIRE Caelis Mattingly SEAHAWKS 参考試合
A23 幼児の部22～24kg級 決勝 Joaquin Pinon SEAHAWKS 岡健太郎 小方道場 吉田楓馬 FIRE Caelis Mattingly SEAHAWKS 優勝
A24 小学生3・4年の部33kg級 リーグ戦 野沢慎 BISON'S 松澤蓮 BISON'S リーグ戦
A25 小学生3・4年の部34kg級 リーグ戦 佐藤来斗 東海 秋本弥祿薫 秋本道場 リーグ戦
A26 小学生3・4年の部36kg級 リーグ戦 仲松明莉 本田多聞 山本純奈 PHOENIX リーグ戦
A27 小学生3・4年の部39kg級 リーグ戦 安藤陽菜 東海 三宅魁 勝村道場 リーグ戦
A28 小学生3・4年の部42kg級 リーグ戦 大関泰成 東海 鎮目一驚 小方道場 リーグ戦
A29 小学生3・4年の部49kg級 リーグ戦 松山桜 BISON'S 中原陽向 髙田道場 リーグ戦
A30 小学生5・6年女子の部36～41kg級 リーグ戦 小松 咲桜 ベアーズ 岡涼音 本田多聞 リーグ戦
A31 小学生3・4年の部23kg級 一回戦 望月楓馬 FIRE 岩崎颯真 木口道場 A64・65
A32 小学生3・4年の部23kg級 一回戦 草野湧心 東海 桑原廷佳 逗子 A64・65
A33 小学生3・4年の部24kg級 一回戦 児玉隼輝 東海 植田晃匡 秋本道場 A66・67
A34 小学生3・4年の部24kg級 一回戦 小原心花 FIRE 渡辺善太 東海 A66・67
A35 小学生3・4年の部25kg級 一回戦 軽部東陽 逗子 清水虎丸 AACC A68・69
A36 小学生3・4年の部25kg級 一回戦 三宅里來 本田多聞 鈴木悠宇 逗子 A68・69
A37 小学生3・4年の部26kg級 一回戦 田中聡恭 小方道場 山崎巧磨 FIRE A70・71
A38 小学生3・4年の部26kg級 一回戦 山本勇次朗 PHOENIX 岡大耀 小方道場 A70・71
A39 小学生3・4年の部27kg級 一回戦 矢野遊志 BISON'S 野口樹生 木口道場 A72・73
A40 小学生3・4年の部27kg級 一回戦 山縣 卯月 ベアーズ 坂井愛咲 逗子 A72・73
A41 小学生3・4年の部28kg級 一回戦 原莉音 横須賀 植田明美歌 秋本道場 A74・75
A42 小学生3・4年の部28kg級 一回戦 内田翔馬 勝村道場 伊從壮太 秋本道場 A74・75
A43 小学生3・4年の部29kg級 一回戦 竹内梨々花 逗子 中島偲沙 横須賀 A76・77
A44 小学生3・4年の部29kg級 一回戦 井上惺太郎 BISON'S Anthony Swink SEAHAWKS A76・77
A45 小学生3・4年の部30kg級 一回戦 関戸香梨奈 BISON'S 鈴木大覚 山縣道場 A78・79
A46 小学生3・4年の部30kg級 一回戦 田中杏 逗子 小川舞 BISON'S A78・79
A47 小学生3・4年の部31kg級 一回戦 五味果乃子 逗子 齋藤元章 本田多聞 A80・81
A48 小学生3・4年の部31kg級 一回戦 大谷奏士郎 小方道場 新井翔大 FIRE A80・81
A49 小学生3・4年の部32kg級RED 一回戦 片山阿修羅 逗子 岡田 雄飛 ベアーズ A82・83
A50 小学生3・4年の部32kg級RED 一回戦 山内悠妃 FIRE 平野力丸 逗子 A82・83
A51 小学生3・4年の部32kg級BLUE 一回戦 飯田響 横須賀 渡辺優菜 本田多聞 A84・85
A52 小学生3・4年の部32kg級BLUE 一回戦 安斉旭人 BISON'S 金子日明 横須賀 A84・85
A53 小学生3・4年の部33kg級 リーグ戦 石井康介 秋本道場 野沢慎 BISON'S リーグ戦
A54 小学生3・4年の部34kg級 リーグ戦 中上柚利 ロデオ 佐藤来斗 東海 リーグ戦
A55 小学生3・4年の部35kg級RED 一回戦 竹内健太郎 横須賀 小川悠人 SELF A88・89
A56 小学生3・4年の部35kg級RED 一回戦 手塚爽佑 BISON'S ﾄﾏｽｼﾞｮｰﾀﾞﾝ武蔵 逗子 A88・89
A57 小学生3・4年の部35kg級BLUE 一回戦 岡田 元希 ベアーズ 藤森玲次 FIRE A90・91
A58 小学生3・4年の部35kg級BLUE 一回戦 高野大和 ロデオ 田邊 慶次 ベアーズ A90・91
A59 小学生3・4年の部36kg級 リーグ戦 小山颯輝 PHOENIX 仲松明莉 本田多聞 リーグ戦
A60 小学生3・4年の部39kg級 リーグ戦 浅野称志 逗子 安藤陽菜 東海 リーグ戦
A61 小学生3・4年の部42kg級 リーグ戦 柳原千晴 SELF 大関泰成 東海 リーグ戦
A62 小学生3・4年の部49kg級 リーグ戦 山中 創太 ベアーズ 松山桜 BISON'S リーグ戦
A63 小学生5・6年女子の部36～41kg級 リーグ戦 竹内美保子 横須賀 小松 咲桜 ベアーズ リーグ戦
A64 小学生3・4年の部23kg級 参考試合 望月楓馬 FIRE 岩崎颯真 木口道場 草野湧心 東海 桑原廷佳 逗子 参考試合
A65 小学生3・4年の部23kg級 決勝 望月楓馬 FIRE 岩崎颯真 木口道場 草野湧心 東海 桑原廷佳 逗子 優勝
A66 小学生3・4年の部24kg級 参考試合 児玉隼輝 東海 植田晃匡 秋本道場 小原心花 FIRE 渡辺善太 東海 参考試合
A67 小学生3・4年の部24kg級 決勝 児玉隼輝 東海 植田晃匡 秋本道場 小原心花 FIRE 渡辺善太 東海 優勝
A68 小学生3・4年の部25kg級 参考試合 軽部東陽 逗子 清水虎丸 AACC 三宅里來 本田多聞 鈴木悠宇 逗子 参考試合
A69 小学生3・4年の部25kg級 決勝 軽部東陽 逗子 清水虎丸 AACC 三宅里來 本田多聞 鈴木悠宇 逗子 優勝
A70 小学生3・4年の部26kg級 参考試合 田中聡恭 小方道場 山崎巧磨 FIRE 山本勇次朗 PHOENIX 岡大耀 小方道場 参考試合
A71 小学生3・4年の部26kg級 決勝 田中聡恭 小方道場 山崎巧磨 FIRE 山本勇次朗 PHOENIX 岡大耀 小方道場 優勝
A72 小学生3・4年の部27kg級 参考試合 矢野遊志 BISON'S 野口樹生 木口道場 山縣 卯月 ベアーズ 坂井愛咲 逗子 参考試合
A73 小学生3・4年の部27kg級 決勝 矢野遊志 BISON'S 野口樹生 木口道場 山縣 卯月 ベアーズ 坂井愛咲 逗子 優勝
A74 小学生3・4年の部28kg級 参考試合 原莉音 横須賀 植田明美歌 秋本道場 内田翔馬 勝村道場 伊從壮太 秋本道場 参考試合
A75 小学生3・4年の部28kg級 決勝 原莉音 横須賀 植田明美歌 秋本道場 内田翔馬 勝村道場 伊從壮太 秋本道場 優勝
A76 小学生3・4年の部29kg級 参考試合 竹内梨々花 逗子 中島偲沙 横須賀 井上惺太郎 BISON'S Anthony Swink SEAHAWKS 参考試合
A77 小学生3・4年の部29kg級 決勝 竹内梨々花 逗子 中島偲沙 横須賀 井上惺太郎 BISON'S Anthony Swink SEAHAWKS 優勝
A78 小学生3・4年の部30kg級 参考試合 関戸香梨奈 BISON'S 鈴木大覚 山縣道場 田中杏 逗子 小川舞 BISON'S 参考試合
A79 小学生3・4年の部30kg級 決勝 関戸香梨奈 BISON'S 鈴木大覚 山縣道場 田中杏 逗子 小川舞 BISON'S 優勝
A80 小学生3・4年の部31kg級 参考試合 五味果乃子 逗子 齋藤元章 本田多聞 大谷奏士郎 小方道場 新井翔大 FIRE 参考試合
A81 小学生3・4年の部31kg級 決勝 五味果乃子 逗子 齋藤元章 本田多聞 大谷奏士郎 小方道場 新井翔大 FIRE 優勝
A82 小学生3・4年の部32kg級RED 参考試合 片山阿修羅 逗子 岡田 雄飛 ベアーズ 山内悠妃 FIRE 平野力丸 逗子 参考試合
A83 小学生3・4年の部32kg級RED 決勝 片山阿修羅 逗子 岡田 雄飛 ベアーズ 山内悠妃 FIRE 平野力丸 逗子 優勝
A84 小学生3・4年の部32kg級BLUE 参考試合 飯田響 横須賀 渡辺優菜 本田多聞 安斉旭人 BISON'S 金子日明 横須賀 参考試合
A85 小学生3・4年の部32kg級BLUE 決勝 飯田響 横須賀 渡辺優菜 本田多聞 安斉旭人 BISON'S 金子日明 横須賀 優勝
A86 小学生3・4年の部33kg級 リーグ戦 石井康介 秋本道場 松澤蓮 BISON'S リーグ戦
A87 小学生3・4年の部34kg級 リーグ戦 中上柚利 ロデオ 秋本弥祿薫 秋本道場 リーグ戦
A88 小学生3・4年の部35kg級RED 参考試合 竹内健太郎 横須賀 小川悠人 SELF 手塚爽佑 BISON'S ﾄﾏｽｼﾞｮｰﾀﾞﾝ武蔵 逗子 参考試合
A89 小学生3・4年の部35kg級RED 決勝 竹内健太郎 横須賀 小川悠人 SELF 手塚爽佑 BISON'S ﾄﾏｽｼﾞｮｰﾀﾞﾝ武蔵 逗子 優勝
A90 小学生3・4年の部35kg級BLUE 参考試合 岡田 元希 ベアーズ 藤森玲次 FIRE 高野大和 ロデオ 田邊 慶次 ベアーズ 参考試合
A91 小学生3・4年の部35kg級BLUE 決勝 岡田 元希 ベアーズ 藤森玲次 FIRE 高野大和 ロデオ 田邊 慶次 ベアーズ 優勝
A92 小学生3・4年の部36kg級 リーグ戦 小山颯輝 PHOENIX 山本純奈 PHOENIX リーグ戦
A93 小学生3・4年の部39kg級 リーグ戦 浅野称志 逗子 三宅魁 勝村道場 リーグ戦
A94 小学生3・4年の部42kg級 リーグ戦 柳原千晴 SELF 鎮目一驚 小方道場 リーグ戦
A95 小学生3・4年の部49kg級 リーグ戦 山中 創太 ベアーズ 中原陽向 髙田道場 リーグ戦
A96 小学生5・6年女子の部33kg級 決勝 井上夏妃 BISON'S 優勝
A97 小学生5・6年女子の部33kg級 参考試合 井上夏妃 BISON'S 田中優 逗子 参考試合
A98 小学生5・6年女子の部36～41kg級 リーグ戦 竹内美保子 横須賀 岡涼音 本田多聞 リーグ戦

トーナメント表と差異がある場合はトーナメント表を優先します。



試合 階級 回戦 赤選手名1 赤所属1 赤選手名2 赤所属2 青選手名1 青所属1 青選手名2 青所属2 勝者次戦
B1 小学生1・2年の部19kg級 リーグ戦 及川美優 東海 川路将也 BISON'S リーグ戦
B2 小学生1・2年の部20kg級 リーグ戦 竹中馨都 AACC 堂本祐 髙田道場 リーグ戦
B3 小学生1・2年の部34kg級 リーグ戦 谷山智彦 SELF 松山上太郎 BISON'S リーグ戦
B4 小学生5・6年の部34kg級 リーグ戦 澤木心愛 FIRE 川路悠介 BISON'S リーグ戦
B5 小学生5・6年の部43kg級 リーグ戦 松本獅恩 東海 眞鍋彰 逗子 リーグ戦
B6 小学生5・6年の部44kg級 リーグ戦 金子日向 横須賀 浅野稜悟 逗子 リーグ戦
B7 小学生5・6年の部48kg級 リーグ戦 三宅健太 本田多聞 坂井響 逗子 リーグ戦
B8 小学生5・6年の部50kg級 リーグ戦 鈴木飛来 東海 鈴木孝太 木口道場 リーグ戦
B9 中学生の部53kg級 リーグ戦 水谷元気 東海 富田晏寅 逗子 リーグ戦
B10 中学生の部55kg級 リーグ戦 デーハンレザ 東海 宮川航輔 横須賀 リーグ戦
B11 小学生1・2年の部19kg級 リーグ戦 清水虎次郎 AACC 及川美優 東海 リーグ戦
B12 小学生1・2年の部20kg級 リーグ戦 田邊 波 ベアーズ 竹中馨都 AACC リーグ戦
B13 小学生1・2年の部21kg級 一回戦 星野舷太 BISON'S 森山幹太 横須賀 B36・37
B14 小学生1・2年の部21kg級 一回戦 中島天羅 横須賀 小川瑚心 SELF B36・37
B15 小学生1・2年の部22kg級RED 一回戦 古見凌太郎 逗子 安藤凜 東海 B38・39
B16 小学生1・2年の部22kg級RED 一回戦 星野渉太 BISON'S Riki Yamamoto SEAHAWKS B38・39
B17 小学生1・2年の部22kg級BLUE 一回戦 番家一路 東海 堀川奈那 本田多聞 B40・41
B18 小学生1・2年の部22kg級BLUE 一回戦 桂新太 ロデオ 児玉龍斗 東海 B40・41
B19 小学生1・2年の部23kg級 一回戦 Harrison Swink SEAHAWKS 竹内菜々子 横須賀 B42・43
B20 小学生1・2年の部23kg級 一回戦 吉成大門 横須賀 小倉駿太郎 東海 B42・43
B21 小学生1・2年の部24kg級 一回戦 眞鍋惇 逗子 大関怜 東海 B44・45
B22 小学生1・2年の部24kg級 一回戦 藤元遥翔 PHOENIX 鈴木琳媛 東海 B44・45
B23 小学生1・2年の部25kg級 一回戦 渡辺壮祐 東海 岩崎梅乃 秋本道場 B46・47
B24 小学生1・2年の部25kg級 一回戦 岩崎航大 PHOENIX 田中愛莉 逗子 B46・47
B25 小学生1・2年の部27kg級 一回戦 小寺颯 勝村道場 町田勇人 ロデオ B48・49
B26 小学生1・2年の部27kg級 一回戦 飯塚虹晴 東京農大 飯田奏 横須賀 B48・49
B27 小学生1・2年の部28kg級 一回戦 大田蓮 BISON'S 草野玄乃介 ロデオ B50・51
B28 小学生1・2年の部28kg級 一回戦 山田理人 BISON'S 新井一燦 小方道場 B50・51
B29 小学生1・2年の部29kg級 一回戦 加原弦季 逗子 岡田睦生 本田多聞 B52・53
B30 小学生1・2年の部29kg級 一回戦 河野大樹 秋本道場 柴田莉玖 BISON'S B52・53
B31 小学生1・2年の部31kg級 一回戦 川路実輝 木口道場 番家葉陽 東海 B54・55
B32 小学生1・2年の部31kg級 一回戦 近藤楓真 SELF 齋藤碧翔 PHOENIX B54・55
B33 小学生1・2年の部34kg級 リーグ戦 岡田峻太郎 山縣道場 谷山智彦 SELF リーグ戦
B34 小学生1・2年の部19kg級 リーグ戦 清水虎次郎 AACC 川路将也 BISON'S リーグ戦
B35 小学生1・2年の部20kg級 リーグ戦 田邊 波 ベアーズ 堂本祐 髙田道場 リーグ戦
B36 小学生1・2年の部21kg級 参考試合 星野舷太 BISON'S 森山幹太 横須賀 中島天羅 横須賀 小川瑚心 SELF 参考試合
B37 小学生1・2年の部21kg級 決勝 星野舷太 BISON'S 森山幹太 横須賀 中島天羅 横須賀 小川瑚心 SELF 優勝
B38 小学生1・2年の部22kg級RED 参考試合 古見凌太郎 逗子 安藤凜 東海 星野渉太 BISON'S Riki Yamamoto SEAHAWKS 参考試合
B39 小学生1・2年の部22kg級RED 決勝 古見凌太郎 逗子 安藤凜 東海 星野渉太 BISON'S Riki Yamamoto SEAHAWKS 優勝
B40 小学生1・2年の部22kg級BLUE 参考試合 番家一路 東海 堀川奈那 本田多聞 桂新太 ロデオ 児玉龍斗 東海 参考試合
B41 小学生1・2年の部22kg級BLUE 決勝 番家一路 東海 堀川奈那 本田多聞 桂新太 ロデオ 児玉龍斗 東海 優勝
B42 小学生1・2年の部23kg級 参考試合 Harrison Swink SEAHAWKS 竹内菜々子 横須賀 吉成大門 横須賀 小倉駿太郎 東海 参考試合
B43 小学生1・2年の部23kg級 決勝 Harrison Swink SEAHAWKS 竹内菜々子 横須賀 吉成大門 横須賀 小倉駿太郎 東海 優勝
B44 小学生1・2年の部24kg級 参考試合 眞鍋惇 逗子 大関怜 東海 藤元遥翔 PHOENIX 鈴木琳媛 東海 参考試合
B45 小学生1・2年の部24kg級 決勝 眞鍋惇 逗子 大関怜 東海 藤元遥翔 PHOENIX 鈴木琳媛 東海 優勝
B46 小学生1・2年の部25kg級 参考試合 渡辺壮祐 東海 岩崎梅乃 秋本道場 岩崎航大 PHOENIX 田中愛莉 逗子 参考試合
B47 小学生1・2年の部25kg級 決勝 渡辺壮祐 東海 岩崎梅乃 秋本道場 岩崎航大 PHOENIX 田中愛莉 逗子 優勝
B48 小学生1・2年の部27kg級 参考試合 小寺颯 勝村道場 町田勇人 ロデオ 飯塚虹晴 東京農大 飯田奏 横須賀 参考試合
B49 小学生1・2年の部27kg級 決勝 小寺颯 勝村道場 町田勇人 ロデオ 飯塚虹晴 東京農大 飯田奏 横須賀 優勝
B50 小学生1・2年の部28kg級 参考試合 大田蓮 BISON'S 草野玄乃介 ロデオ 山田理人 BISON'S 新井一燦 小方道場 参考試合
B51 小学生1・2年の部28kg級 決勝 大田蓮 BISON'S 草野玄乃介 ロデオ 山田理人 BISON'S 新井一燦 小方道場 優勝
B52 小学生1・2年の部29kg級 参考試合 加原弦季 逗子 岡田睦生 本田多聞 河野大樹 秋本道場 柴田莉玖 BISON'S 参考試合
B53 小学生1・2年の部29kg級 決勝 加原弦季 逗子 岡田睦生 本田多聞 河野大樹 秋本道場 柴田莉玖 BISON'S 優勝
B54 小学生1・2年の部31kg級 参考試合 川路実輝 木口道場 番家葉陽 東海 近藤楓真 SELF 齋藤碧翔 PHOENIX 参考試合
B55 小学生1・2年の部31kg級 決勝 川路実輝 木口道場 番家葉陽 東海 近藤楓真 SELF 齋藤碧翔 PHOENIX 優勝
B56 小学生1・2年の部34kg級 リーグ戦 岡田峻太郎 山縣道場 松山上太郎 BISON'S リーグ戦
B57 小学生5・6年の部29kg級 一回戦 綿引一瑳 勝村道場 徳永瑛照 BISON'S B76・77
B58 小学生5・6年の部29kg級 一回戦 山田耕太郎 BISON'S 油谷純太朗 秋本道場 B76・77
B59 小学生5・6年の部31kg級 一回戦 増田龍紀 逗子 谷口敏章 勝村道場 B78・79
B60 小学生5・6年の部31kg級 一回戦 黒田悠希 FIRE 田中優 逗子 B78・79
B61 小学生5・6年の部34kg級 リーグ戦 Kaleb Limbrick SEAHAWKS 澤木心愛 FIRE リーグ戦
B62 小学生5・6年の部37kg級 一回戦 奈須川将暉 逗子 岩崎碧都 木口道場 B81・82
B63 小学生5・6年の部37kg級 一回戦 及川統大 東海 大田譲 BISON'S B81・82
B64 小学生5・6年の部40kg級 一回戦 小川然 BISON'S 押田健心 木口道場 B83・84
B65 小学生5・6年の部40kg級 一回戦 藤島勇飛 秋本道場 富田英斉 逗子 B83・84
B66 小学生5・6年の部43kg級 リーグ戦 大竹優哉 逗子 松本獅恩 東海 リーグ戦
B67 小学生5・6年の部44kg級 リーグ戦 谷田悠豪 BISON'S 金子日向 横須賀 リーグ戦
B68 小学生5・6年の部48kg級 リーグ戦 田中成 逗子 三宅健太 本田多聞 リーグ戦
B69 小学生5・6年の部50kg級 リーグ戦 Michael Swink SEAHAWKS 鈴木飛来 東海 リーグ戦
B70 中学生の部45kg級 一回戦 平岡大河 逗子 渡辺虎汰郎 東海 B90・91
B71 中学生の部45kg級 一回戦 堀川椋羽 本田多聞 濱野右慶 逗子 B90・91
B72 中学生の部53kg級 リーグ戦 武末海秀 横須賀 水谷元気 東海 リーグ戦
B73 中学生の部55kg級 リーグ戦 山名 白弥 ベアーズ デーハンレザ 東海 リーグ戦
B74 中学生女子の部44～57kg級 一回戦 浅野稔理 逗子 高橋志奈 横須賀 B97・98
B75 中学生女子の部44～57kg級 一回戦 松山楓 BISON'S 高鳥桃奈 東海 B97・98
B76 小学生5・6年の部29kg級 参考試合 綿引一瑳 勝村道場 徳永瑛照 BISON'S 山田耕太郎 BISON'S 油谷純太朗 秋本道場 参考試合
B77 小学生5・6年の部29kg級 決勝 綿引一瑳 勝村道場 徳永瑛照 BISON'S 山田耕太郎 BISON'S 油谷純太朗 秋本道場 優勝
B78 小学生5・6年の部31kg級 参考試合 増田龍紀 逗子 谷口敏章 勝村道場 黒田悠希 FIRE 田中優 逗子 参考試合
B79 小学生5・6年の部31kg級 決勝 増田龍紀 逗子 谷口敏章 勝村道場 黒田悠希 FIRE 田中優 逗子 優勝
B80 小学生5・6年の部34kg級 リーグ戦 Kaleb Limbrick SEAHAWKS 川路悠介 BISON'S リーグ戦
B81 小学生5・6年の部37kg級 参考試合 奈須川将暉 逗子 岩崎碧都 木口道場 及川統大 東海 大田譲 BISON'S 参考試合
B82 小学生5・6年の部37kg級 決勝 奈須川将暉 逗子 岩崎碧都 木口道場 及川統大 東海 大田譲 BISON'S 優勝
B83 小学生5・6年の部40kg級 参考試合 小川然 BISON'S 押田健心 木口道場 藤島勇飛 秋本道場 富田英斉 逗子 参考試合
B84 小学生5・6年の部40kg級 決勝 小川然 BISON'S 押田健心 木口道場 藤島勇飛 秋本道場 富田英斉 逗子 優勝
B85 小学生5・6年の部43kg級 リーグ戦 大竹優哉 逗子 眞鍋彰 逗子 リーグ戦
B86 小学生5・6年の部44kg級 リーグ戦 谷田悠豪 BISON'S 浅野稜悟 逗子 リーグ戦
B87 小学生5・6年の部48kg級 リーグ戦 田中成 逗子 坂井響 逗子 リーグ戦
B88 小学生5・6年の部50kg級 リーグ戦 Michael Swink SEAHAWKS 鈴木孝太 木口道場 リーグ戦
B89 中学生の部41kg級 決勝 徳永瑞基 BISON'S 宮崎想大 本田多聞 優勝
B90 中学生の部45kg級 参考試合 平岡大河 逗子 渡辺虎汰郎 東海 堀川椋羽 本田多聞 濱野右慶 逗子 参考試合
B91 中学生の部45kg級 決勝 平岡大河 逗子 渡辺虎汰郎 東海 堀川椋羽 本田多聞 濱野右慶 逗子 優勝
B92 中学生の部53kg級 リーグ戦 武末海秀 横須賀 富田晏寅 逗子 リーグ戦
B93 中学生の部55kg級 リーグ戦 山名 白弥 ベアーズ 宮川航輔 横須賀 リーグ戦
B94 中学生の部60kg級 決勝 飯塚康太 東京農大 優勝
B95 中学生の部67kg級 決勝 田中 悠翔 ベアーズ 優勝
B96 中学生の部67kg級 参考試合 飯塚康太 東京農大 田中 悠翔 ベアーズ 参考試合
B97 中学生女子の部44～57kg級 参考試合 浅野稔理 逗子 高橋志奈 横須賀 松山楓 BISON'S 高鳥桃奈 東海 参考試合
B98 中学生女子の部44～57kg級 決勝 浅野稔理 逗子 高橋志奈 横須賀 松山楓 BISON'S 高鳥桃奈 東海 優勝

トーナメント表と差異がある場合はトーナメント表を優先します。



Go for it !


