
アイザック杯
第13回富山県ジュニアレスリング選手権大会

平成26年12月6日(土)～7日(日)
黒部市総合体育センター

幼年の部 年少級 吉田　将悠 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 橘川　晃敦 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 池田　大雅 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 青山　愛梨 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

幼年の部 １７㎏級 清水　胡羽 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 吉田　梨緒菜 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 永谷　梨愛 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 本名　奏天 新潟/巻っずレス

幼年の部 １９㎏級 圓山　礼心 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 野坂　英壱 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ 松下　愛弥 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 佐藤　瑚々美 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ

幼年の部 ２１㎏級 吉田　海人 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 松岡　大治 岐阜/大垣市レス 堀　侑陽 福井/えんまCLUB 直井　詩空 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

幼年の部 ２３㎏級 苑田　裕也 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 岩出　怜和 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 今井　七緒 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 竹内　ひらり 福井/えんまCLUB

幼年の部 +２３㎏級 水倉　力 新潟/巻っずレス 橋本　宗幸 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 山田　光輝 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ２０㎏級 吉田　七名海 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 水澗　雄吾 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ アラウジョ　サユリ 富山/須藤ｱｶﾃﾞﾐｰ

小学生の部１～２年生 ２２㎏級 與那城　一輝 愛知/日進ﾚｽﾘﾝｸﾞ 永谷　優來 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 泉　灯憲 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 澤田　陸 富山/富山第一ﾚｽ

小学生の部１～２年生 ２４㎏級 小泉　圭矢 京都/宇治ﾚｽﾘﾝｸﾞ 飯山　福斗 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 清水　火皇 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 里村　絆徳 新潟/巻っずレス

小学生の部１～２年生 ２６㎏級 吉田　千沙都 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 堤　大智 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 古谷　優虎 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 橘川　誠寛 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生の部１～２年生 ２８㎏級 白崎　主也 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ フォルカーソン琉玖 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 大場　虎之介 富山/MIYAHARA 松岡　空 岐阜/大垣市レス

小学生の部１～２年生 ３２㎏級 齋藤　輝 新潟/巻っずレス 川﨑　駿羽 新潟/巻っずレス 渡邉　哲平 福井/えんまCLUB 齋藤　輝 新潟/巻っずレス

小学生の部１～２年生 +３２㎏級 大坂　尊琉 福井/えんまCLUB 吉森　寛門 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 亀原　悠生 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 橋本　百代 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部３～４年生 ２４㎏級 里中　飛雅 岐阜/羽島市レス 奥村　大地 富山/MIYAHARA 児玉　大生 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部３～４年生 ２６㎏級 坂東　奇祐 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ 久田　陽翔 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 ２８㎏級 大背戸　逞斗 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 直井　夢希 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 山崎　碧 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 野中　耀 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 ３０㎏級 角本　大地 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 碓井　晴登 岐阜/大垣市レス 山崎　瑶 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 徳永　瑞基 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 ３３㎏級 奥井　峻晴 三重/四日市ｼﾞｭﾆｱ 近藤　大朗 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 竹内　咲太郎 福井/えんまCLUB 坂木　颯来 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 ３６㎏級 我満　直生 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 長谷川　絢輝 新潟/巻っずレス 吉田　汰洋 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 松岡　大洋 岐阜/大垣市レス

小学生の部３～４年生 ３９㎏級 菅野　煌大 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 宮崎　楓大 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 大庭　清嵩 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 +３９㎏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

小学生女子の部３～４年生 軽量級 近藤　楓香 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 鷲谷　海帆 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 長谷川　惟奈 新潟/巻っずレス 岡田　夢生 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

小学生女子の部３～４年生 軽中量級 鈴木　陽彩 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 志貴　南栄 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 今井　七彩 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 水澗　結乃 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

小学生女子の部３～４年生 中量級 浅野　羽菜 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 石澤　希奈 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生女子の部３～４年生 重量級 浅野　羽菜 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 石澤　希奈 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ
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小学生の部５～６年生 ３０㎏級 坂東　充氣 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ 圓山　泰生 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 松田　海音 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ３２㎏級 中西　美結 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 松岡　虹誠 岐阜/大垣市レス 竹内　睦喜 福井/えんまCLUB 鍛冶　太樹 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部５～６年生 ３４㎏級 宇戸平　凌莞 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 白崎　誠也 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ 秋葉　大和 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 北畠　有人 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ

小学生の部５～６年生 ３６㎏級 谷内　謙斗 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 西島　春樹 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 大村　祐太朗 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 河西　亜武 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ３９㎏級 我満　大記 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 井出　大晟 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 三井　正信 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 畔上　浩輝 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部５～６年生 ４２㎏級 藤井　海志 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 鷹取　白英 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 石澤　一太 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ 大南　星也 福井/えんまCLUB

小学生の部５～６年生 ４５㎏級 丸山　千恵蔵 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ 工藤　大知 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 竹内　遼斗 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 清水　大輔 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部５～６年生 ４８㎏級 清水　勇斗 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 越澤　杏吏 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 +４８㎏級 山本　和佳 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 杉山　真衛 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 谷崎　涼人 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 堀　開斗 岐阜/大垣市レス

小学生女子の部５～６年生 軽量級 吉村　有生 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 飯山　美和 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 水澗　琉奈 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 中島　杏実 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生女子の部５～６年生 軽中量級 中村　成実 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 里中　みゆ 岐阜/羽島市レス 岡田　愛生 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 赤井　雛 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生女子の部５～６年生 中量級 西田　紗織 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 児玉　栞奈 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ 諸橋　未夢 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 春日　理緒 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生女子の部５～６年生 軽重量級 中谷　湖雪 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 牧吉　夏南 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 菅野　藍衣 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 浅井　紅吏 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ

小学生女子の部５～６年生 重量級 山田　葵 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ 万木　連花 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ

中学生男子の部 軽々量級 宇戸平　莞爾 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 野坂　晃誠 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ 鷲谷　海里 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 冨川　悠登 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

中学生男子の部 軽量級 野坂　優太 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ 越巻　永遠 富山/富山第一ﾚｽ

中学生男子の部 軽中量級 中村　晟生 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ 中村　晟悠 石川/金沢ｼﾞｭﾆｱ 坂木　響 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 白川　達　 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

中学生男子の部 計重量級 谷口　空良 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 佐藤　拓夢 長野/芦原中レス 須永　陽 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 張原　夕斗 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

中学生男子の部 中量級 山崎　万里 長野/芦原中レス 谷内　士恩 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 竹内　祐斗 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ 兼松　尚輝 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

中学生男子の部 重量級 山田　脩 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ 丸山　蒼生 愛知/ｾﾞﾝﾄｰﾀﾙﾚｽ アラウジョ　チアゴ 富山/須藤ｱｶﾃﾞﾐｰ 松村　太郎 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ

中学生女子の部 軽量級 小坂　歩未 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 稲垣　柚香 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 村上　紗奈 福井/えんまCLUB

中学生女子の部 中量級 梨木　陽 福井/えんまCLUB 中井　ほのか 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ

中学生女子の部 重量級 水島　京香 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ
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