
学年 階級

１７㎏級 長谷川惟奈 巻っず 佐久間優奈 小玉ジュニア 櫻井　杏菜 和光少年少女 吉野　美空 　PUREBRED大宮

１９㎏級 小林　楓篤 館林ジュニア 本田　　翼 KING'S Jr 宮久保妃織 龍ヶ崎 湯田　琉生 田島チビッ子

２２㎏級 ○片岡　大河 チームリバーサル 岡澤ナツラ 日立市 寺田　謙也 若葉 大橋　慶士 チームリバーサル

＋22㎏級 浮ケ谷航平 第六機動隊少年 野村　蒼空 KING'S Jr 本田　　聖 KING'S Jr 永井　　和 　PUREBRED大宮

２２㎏級 秋山　大和 焼津ジュニア 秋山　丈翔 焼津ジュニア 木藤やわら はんのうＣＳＣ 佐々木里菜 GOLDEN　STAR

２４㎏級 加藤　敦史 館林ジュニア 深野　皓生 第六機動隊少年 浅倉　巧留 チームリバーサル 保泉　孝介 足利ミニレス

２６㎏級 冨山　悠真 Ｔ－ＫＩＤＳ 五十嵐　開 田島チビッ子 木村　彩夏 チームリバーサル 山口　夏月 和光少年少女

２９㎏級 ○白鳥　夏希 佐久市 岩上　篤詞 KING'S Jr 金澤　立空 柏 小澤　楽翔 山梨ジュニア

３３㎏級 神保　蒼汰 ファイヤーボーイズ 杉崎　鷹汰 KING'S Jr 藤倉　優花 邑楽ジュニア 高橋　広武 和光少年少女

＋３３㎏級 城所　拓馬 おおたスポーツ 島田　怜弥 千代田ジュニア 植木　優斗 さくら市少年 若松　　瞳 Ｋａｎ　Ｃｌｕｂ

２６㎏級 ◎田南部魁星 第六機動隊少年 長谷川悠成 GOLDEN　STAR 高橋　一輝 千代田ジュニア 平岡　快淳 はんのうＣＳＣ

２９㎏級 草間　正汰 松﨑Ｊｒ 原科　長城 チームリバーサル 小沼　魁成 KING'S Jr 鶴屋　　怜 チームリバーサル

３３㎏級 杉崎　龍一 KING'S Jr 田中　　宙 チームリバーサル 花井　龍真 Ｔ－ＫＩＤＳ 太田　晴也 柏

３８㎏級 久冨　　透 ひたちなか市 冨山　一真 Ｔ－ＫＩＤＳ 猪俣　丈治 田島チビッ子 湯田　大翔 田島チビッ子

４４㎏級 阿部　　光 明和 成塚　騎士 千代田ジュニア 市川アンディ 足利ミニレス 森山　泰志 和光少年少女

＋４４㎏級 佐藤　　陸 田島チビッ子 新井　裕太 龍ヶ崎 中里　優斗 おおたスポーツ 佐々木偉琉 松﨑Ｊｒ

２６㎏級 笠井　梨瑚 焼津ジュニア 中村　成実 高岡ジュニア 林　夏美子 おおたスポーツ 土井　陶子 下野サンダーキッズ

３０㎏級 片岡　梨乃 チームリバーサル 元木　咲良 和光少年少女 萩原　彩音 佐久市 清水　星那 邑楽ジュニア

３６㎏級 劉　　里沙 小玉ジュニア 浮ケ谷夏未 第六機動隊少年 瀬谷　仁美 大間々 本田原　鈴 和光少年少女

＋36㎏級 ○鏡　　優翔 下野サンダーキッズ 成澤　　琳 巻っず 山根　　緑 下野サンダーキッズ 渡部　桐子 田島チビッ子

３３㎏級 秋山　拓未 焼津ジュニア 大橋　寛介 チームリバーサル 畑　将太郎 ファイヤーボーイズ 田口　和樹 ひたちなか市

３７㎏級 ○服部　大虎 水戸市 高橋　幸大 邑楽ジュニア 吉本　汰輝 　PUREBRED大宮 木村　智洋 館林ジュニア

４２㎏級 安藤　悠哉 松﨑Ｊｒ 深井　 斗真 松﨑Ｊｒ 片野辰次郎 KING'S Jr 松本　秀介 滝田道場

４８㎏級 逢坂　悠希 ひたちなか市 伊藤飛未来 和光少年少女 宇田川　修 若葉 小椋　鷹飛 Ｔ－ＫＩＤＳ

５５㎏級 杉田　柊馬 　PUREBRED大宮 角田　成弘 さくら市少年

＋５５㎏級 劉　　宇洋 小玉ジュニア 佐々木貴幸 日立市 滝田　大輝 滝田道場 吉田颯太郎 大間々

３２㎏級 峰岸　朋花 ハナサキジュニア

３８㎏級 ○田南部夢叶 第六機動隊少年 高安　希姫 GOLDEN　STAR 山田　留英 巻っず 竹内　友菜 小諸キッズ

４５㎏級 井出　千晴 佐久市 小林　美玲 佐久市 白鳥　彩夏 佐久市 櫻井　菜々 和光少年少女

＋45㎏級 小林　奏音 邑楽ジュニア 菊屋　真紀 若葉 中島　怜香 　PUREBRED大宮 助川　遥南 ひたちなか市

４２㎏級 日比野圭汰 館林ジュニア 江田健二郎 館林ジュニア 西元　大賀 はんのうＣＳＣ 川島　功也 おおたスポーツ

４７㎏級 逆井　琉偉 チームリバーサル 鏡　　隼翔 下野サンダーキッズ 川島　裕紀 千代田ジュニア 新井　陸人 下野サンダーキッズ

５３㎏級 ○仲田　　滉 ハナサキジュニア 関野　魁童 千代田ジュニア 湯田　健介 田島チビッ子

５９㎏級 中村　剛士 ハナサキジュニア 吉村　広大 ＲＥＤ　ＢＵＬＬ 湯浅　悠人 田島チビッ子 酒井愼太郎 若葉

６６㎏級 木村　優太 千代田ジュニア 萩本　　龍 千代田ジュニア 佐々木拓海 おおたスポーツ 川上　直也 明和

７３㎏級 櫻井　大輝 千代田ジュニア 田代　大和 ＲＥＤ　ＢＵＬＬ 平山　真路 ＲＥＤ　ＢＵＬＬ

＋73㎏級 勅使川原延明 群大クラブ 杉田　幸司 おおたスポーツ 佐々木真信 日立市

４２㎏級 東川　加奈 下野サンダーキッズ

４６㎏級 ○大塚　亜美 Ｋａｎ　Ｃｌｕｂ 増山　汐音 千代田ジュニア 岩野　春菜 ファイヤーボーイズ

５２㎏級 小林　奏音 佐久市 寺田　理子 若葉

＋５２㎏級 鈴木　芽衣 おおたスポーツ 今村　南穂 おおたスポーツ 岩崎　理栄 和光少年少女

第３位部門

少年少女の部

中学生の部

第１７回少年少女レスリング『おおまま大会』成績一覧

幼年

　期日；平成２４年３月１８日（日）　　　会場；みどり市民体育館（桐生大学グリーンアリーナ）　　４４チーム３７６名出場

◇個人の部（◎は最優秀選手賞，○は各部門優秀選手賞）

優勝 準優勝

小学生
５・６
年男子

千代田ジュニア　36.1 おおたスポーツアカデミー　22.3 ハナサキジュニア　20.0

第３位

小学生
５・６
年女子

小学生
１・２
年

　
◇団体の部（１位１０点，２位５点，３位１点，４位以下0．１点，上位１０名の合計点）

中学生
女子

小学生
３・４
年男子

小学生
３・４
年女子

　

第六機動隊少年レスリング部　40.4 チームリバーサル　39.1 焼津ジュニア　35.0

中学生
男子

優勝 準優勝


