
幼年の部 年少級 中込　翔 長野/小諸キッズ 橘川　あい 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

幼年の部 １７㎏級 三宅　優吾 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ 伊藤　義広 長野/小諸キッズ 木村　海翔 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 寺山　心陽 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

幼年の部 １９㎏級 依田　尚樹 長野/佐久市レス 永谷　恋彩 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 青木　瞳和 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 白崎　希歌 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

幼年の部 ２１㎏級 関　若菜 長野/佐久市レス 草野　晴哉 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 橘川　晃敦 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 清水　蓮介 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

幼年の部 ２３㎏級 本釜　広絆 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 中込　凛 長野/小諸キッズ

幼年の部 +２３㎏級 和泉　諒亮 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部１～２年生 ２０㎏級 加藤　未紗 福井/越前市レス 武内　悠馬 富山/MIYAHARA 大垣内　巴菜 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 本崎　友聖 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ２２㎏級 松浦　充希 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 永谷　梨愛 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 関口　幸良 新潟/八海ﾚｽﾘﾝｸﾞ 吉崎　翼 福井/越前市レス

小学生の部１～２年生 ２４㎏級A 日浦　璃毘兎 福井/越前市レス 佐藤　瑚々美 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 入山　航一 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 白崎　仁也 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部１～２年生 ２４㎏級B 依田　朋樹 長野/佐久市レス 圓山　礼心 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 野坂　英壱 福井/えんまCLUB 田中　悠仁 福井/おおいﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ２６㎏級 直井　詩空 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 石坂　和享 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 谷口　蒼空 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 大村　康徳 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ２８㎏級 本釜　希真 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 大庭　悠生 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 名張　涼雅 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 桶屋　総正 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ３０㎏級 橋本　宗幸 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 水倉　力 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ 斉藤　時央 福井/えんまCLUB 井川　晶瑛 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部１～２年生 ３２㎏級 真島　好花 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ 岩出　怜和 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 岩出　真季 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 +３２㎏級 中込　匠 長野/小諸キッズ 宮　真広 新潟/栄和ﾚｽﾘﾝｸﾞ 桶屋　建瑠 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部女子３～４年生 軽量級 井上　いまり 長野/佐久市レス 中陣　由加 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 和泉　來杏 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部女子３～４年生 軽中量級 永谷　優來 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 志貴　瑠那 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 美斉津　絵理奈 長野/小諸キッズ

小学生の部女子３～４年生 中量級 吉崎　桜 福井/越前市レス 中山　木の実 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 美斉津　杏奈 長野/小諸キッズ

小学生の部女子３～４年生 軽重量級 圓山　倖羽 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生の部女子３～４年生 重量級 橋本　百代 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部女子５～６年生 軽量級 岡田　夢生 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 鷲谷　海帆 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 加藤　沙弥 福井/越前市レス

小学生の部女子５～６年生 軽中量級 姫野　笑琉 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 山田　陽菜 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 清水　陽菜 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部女子５～６年生 中量級 志貴　南栄 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 水澗　結乃 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 赤坂　美涼 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 藤井　涼花 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部女子５～６年生 軽重量級 竹中　花音 福井/敦賀少年レス 真島　華乃 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部女子５～６年生 重量級 中村　旭 新潟/栄和ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部３～４年生 ２４㎏級 松本　勇莉 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ 水澗　雄吾 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 櫻井　裕紀 長野/小諸キッズ 松下　瑛季 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部３～４年生 ２６㎏級 西島　一晴 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 岩田　睦生 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 山出　稜己 福井/えんまCLUB 澤田　陸 富山/富一ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部３～４年生 ２８㎏級 日浦　颯毘 福井/越前市レス 中島　綱大 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 松永　怜弥 福井/敦賀少年レス 関口　幸寿 新潟/八海ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部３～４年生 ３０㎏級 飯山　福斗 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 北村　史陽 福井/おおいﾚｽﾘﾝｸﾞ 寺地　頼斗 福井/敦賀少年レス 関　直人 長野/佐久市レス

小学生の部３～４年生 ３３㎏級 白崎　主也 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 古谷　優虎 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 堤　大智 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 酒井　康輔 福井/越前市レス

小学生の部３～４年生 ３６㎏級 依田　晴樹 長野/佐久市レス 橘川　誠寛 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 堀部　秀悟 新潟/八海ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部３～４年生 ３９㎏級 齋藤　輝 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ 久田　大翔 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 渡邉　哲平 福井/えんまCLUB 大場　虎之介 富山/MIYAHARA

小学生の部３～４年生 +３９㎏級 幸田　育士 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ 亀原　悠生 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 辻川　耕平 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 大坂　尊琉 福井/えんまCLUB

小学生の部５～６年生 ３０㎏級 井上雄星 長野/佐久市レス 松浦　壮希 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 児玉　大生 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ 桑原　巧弥 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ３２㎏級 坂東　奇祐 福井/敦賀少年レス 松崎　功祐 福井/おおいﾚｽﾘﾝｸﾞ 山崎　碧 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 木野　大士 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部５～６年生 ３４㎏級 林　陽輝 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ 野中　耀 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 池田　惟人 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 山田　琥珀 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部５～６年生 ３６㎏級 直井　夢希 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 山崎　瑶 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 岩田　大幹 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 北村　颯士 福井/おおいﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ３９㎏級 木村　友也 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 坂木　颯来 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 斉藤　哲郎 福井/えんまCLUB 新鞍　大介 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部５～６年生 ４２㎏級 倉崎　暖 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 川添　生成 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 若井　龍鳳 新潟/八海ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ４５㎏級 宮崎　楓大 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 真田　颯大 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ 黒鳥　高斗 新潟/新潟ｼﾞｭﾆｱ 本田　一 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ４８㎏級 我満　直生 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 大坂　飛翔 福井/えんまCLUB

小学生の部５～６年生 +４８㎏級 高林　心温 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 赤坂　和哉 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 白鳥　寛樹 長野/小諸キッズ 美斉津　楓雅 長野/小諸キッズ

小学生の部５～６年生 ８５㎏級 岡田　勇気 福井/えんまCLUB

女子の部 ３７㎏級 水澗　琉奈 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

女子の部 ４０㎏級 岡田　愛生 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

女子の部 ４８㎏級 浅井　紅吏 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ 山田　亜優香 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ

男子の部 ３８㎏級 安田　悠悟 福井/敦賀気比中 依田　真拓 福井/芦原中学校

男子の部 ４２㎏級 高山　壱斗 福井/FUKUIえんま 尾形　光駿 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 竹内　睦喜 福井/FUKUIえんま 浅野　秀彪 福井/敦賀気比中

男子の部 ４７㎏級 水島　稜介 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 谷内　謙斗 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 本名　帝心 新潟/巻っずﾚｽﾘﾝｸﾞ 我満　大記 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ

男子の部 ５３㎏級 藤井　海志 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 野坂　晃誠 福井/FUKUIえんま 須永　陽 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 井出　大晟 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ

男子の部 ５９㎏級 岩　智基 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 丸山　千恵蔵 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ 高原　崇陽 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 張原　大斗 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

男子の部 ６６㎏級 三木　翔永 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 赤井　　虎太郎 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 尾沼　翔太 福井/芦原中学校 山本　晃基 福井/敦賀少年ﾚｽﾘﾝｸﾞ

男子の部 ７３㎏級 山田　脩 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ

男子の部 ８５㎏級 西川　大智 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 荒木　亮太 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ

男子の部 １１０㎏級 南寿　駿 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ

階級 第１位 第２位 第３位

平成28年11月13日

会場：黒部市総合体育センター　第17回北信越少年少女レスリング選手権大会　入賞者一覧

平成28年11月13日

　第13回北信越中学生レスリング選手権大会　入賞者一覧 会場：黒部市総合体育センター

階級 第１位 第２位 第３位


