
令和４年度　第２１回北信越少年少女レスリング選手権大会　試合結果
小学生の部 階級 　　　　１位 　　　　２位 　　　　３位 　　　　３位

２０Kg 山本　櫂詩 PALAISTRA 岩井　大空 志賀町ジュニア

２２Kg 西村　徠輝 志賀町ジュニア 氏原　奏汰 小浜レスリング 小林　みこの PALAISTRA 辻　瑛吉 PALAISTRA

２４Kg 大橋　輝大 F.J.GRAPPLE 佐生　千騎 滑川ジュニア

１～２年 ２６Kg 廣上　楽士 高岡ジュニア 南雲　朝陽 巻っずレスリング 石澤　壕佑 F.J.GRAPPLE 伊藤　陽太 F.J.GRAPPLE

２８Kg 辻　撤平 PALAISTRA 瀧沢　隆太 佐久市レスリング 竹内　駿太朗 小諸キッズ 山本　一惺 敦賀少年レス

３０Kg 和泉　智大 金沢ジュニア 小山　凜乃 巻っずレスリング 西村　海仁 志賀町ジュニア

＋32Kg 長谷川　泰士 F.J.GRAPPLE 宮崎　啓伍 上田レスリング 角谷　侑星 高岡ジュニア 翠川　柊吾 上田レスリング

２４Kg 佐々木　大成 黒部ジュニア 川瀬　瑞貴 新潟ブルドッグズ 岡田　渉睦 HAKOBEEFUKUI

２６Kg 西村　清杜 志賀町ジュニア 大地　琴奏 巻っずレスリング 宮脇　勇心 巻っずレスリング

２８Kg 亀田　百成 金沢ジュニア 大岸　春陽 小浜レスリング 吉村　文弥 小浜レスリング 山本　悠詩 PALAISTRA

３～４年 ３０Kg 小林　桂士 PALAISTRA 佐藤　湊 小諸キッズ 高橋　光 上田レスリング

３３Kg 岡田　明日晴 HAKOBEEFUKUI 貝瀬　東真 八海レスリング 伊藤　晴 F.J.GRAPPLE 後藤　天星 PALAISTRA

36 Kg 菊田　悠仁 志賀町ジュニア 佐藤　孝興 F.J.GRAPPLE 山西　将太郎 滑川ジュニア 井上　駆 山梨ジュニア

３９Kg 堀内　進平 巻っずレスリング 山本　城太郎 おおいレスリング 山田　琉輝 HAKOBEEFUKUI

+39Kg 有澤　翔 滑川ジュニア 水澗　夕紅 志賀町ジュニア 窪田　錬人 FUKUIえんまCLUB 佐藤　瑛虎 F.J.GRAPPLE

軽量級 北村　映菜 巻っずレスリング 本間　わか F.J.GRAPPLE 大塚　咲佐 小諸キッズ 中尾　夏海 BE・CHAMP

３～４年女子 中量級 平崎　茉結 PALAISTRA 清水　睦華 黒部ジュニア 今田　日向 FUKUIえんまCLUB 中陳　通世 黒部ジュニア

重量級 角谷　芽咲 高岡ジュニア 鳥居　希子 PALAISTRA 翠川　莉緒 上田レスリング 村松　咲幸 PALAISTRA

３０Kg 長田　由宇 山梨ジュニア 大嶋　蓮音 小諸キッズ 阿部　峰大 巻っずレスリング 垣本　朔也 小浜レスリング

３２Kg 永谷　恋彩 志賀町ジュニア 北村　昴 山梨ジュニア 北村　璃希 山梨ジュニア 岩井　楓芽 志賀町ジュニア

３４Kg 依田　尚樹 佐久市レスリング 辻　進太郎 PALAISTRA 吉井　悠翔 PALAISTRA 川嵜　文太 敦賀レスリング

36 Kg 堤　空葵 巻っずレスリング 浦田　将矢 滑川ジュニア 佐々木　快晴 金沢ジュニア 伊藤　義広 小諸キッズ

５～６年 ３９Kg 木村　海翔 志賀町ジュニア 北村　芳太郎 巻っずレスリング 山田　向日葵 高岡ジュニア 丸山　想介 上田レスリング

４２Kg 小林　駿之介 PALAISTRA 井出　穏 小諸キッズ 津田　大輔 小浜レスリング 柿本　蓮斗 おおいレスリング

４６Kg 金谷　信太朗 PALAISTRA 佐々木　大翔 黒部ジュニア 佐藤　義武 F.J.GRAPPLE

５０Kg 和泉　諒亮 志賀町ジュニア 西墻　暖陽 おおいレスリング 藤田　穂 山梨ジュニア 江部　太河 新潟ブルドッグズ

＋５０Kg 宮崎　章伍 上田レスリング 沖田　偉風 富山第一レス 亀田　蓮介 金沢ジュニア 岩本　侑真 富山第一レス

軽量級 大門　明日香 志賀町ジュニア 本名　沙羽 巻っずレスリング 関川　ウィロー花 八海レスリング 湯本　心春 八海レスリング

５～６年女子 中量級 松下　陽咲 志賀町ジュニア 馬場　結心 小諸キッズ 山本　りん PALAISTRA

重量級 宮田　ひいら おおいレスリング 大橋　暖 F.J.GRAPPLE 関　若菜 佐久市レスリング 小堀　ひな子 PALAISTRA

中学生の部 ３８Kg 阿部　和武 巻っずレスリング 水橋　多聞 金沢ジュニア 竹腰　泰生 マイスポーツハウス

４２Kg 稲岡　一空 MIYAHARA GYM 本崎　友聖 黒部ジュニア 内藤　貴一朗 山梨ジュニア 竹村　旺己 小浜レスリング

４７Kg 大門　陸翔 志賀町ジュニア 依田　朋樹 佐久市レスリング 木村　稜良 HAKOBEEFUKUI 圓山　礼心 マイスポーツハウス

５３Kg 中島　綱大 HAKOBEEFUKUI 西島　一晴 滑川ジュニア 中尾　圭伸 BE・CHAMP 深澤　遼弥 山梨ジュニア

５９Kg 野坂　英壱 FUKUIえんまCLUB 青木　睦斗 PALAISTRA 浦田　竣矢 滑川ジュニア 飯山　福斗 マイスポーツハウス

６６Kg 渡邉　哲平 FUKUIえんまCLUB 山田　亮清 巻っずレスリング 柏木　大吾 マイスポーツハウス

73 Kg 今田　來月 FUKUIえんまCLUB 田中　利祈 上田レスリング

110 Kg 磯貝　凰貴 浅間中学校 中沢　友貴 山梨ジュニア 黒澤　佑日 山梨ジュニア

中学女子の部 ４０Kg 井田　彩夏 マイスポーツハウス 浅川　凛 佐久市レスリング 本名　奏天 巻っずレスリング 佐々木　ひまり 金沢ジュニア

４８Kg 永谷　梨愛 志賀町ジュニア 飯島　優芽 山梨ジュニア

５２Kg 谷内　絵美里 志賀町ジュニア 山田　りん PALAISTRA 中陳　由加 黒部ジュニア

５７Kg 永谷　優來 志賀町ジュニア 直井　詩空 マイスポーツハウス 中山　木の実 HAKOBEEFUKUI
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