
アイザック杯
第１４回富山県ジュニアレスリング選手権大会

平成27年12月5日(土)～6日(日)
黒部市総合体育センター

幼年の部 年少級 池田　梨桜 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 清水　龍之助 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 山田　向日葵 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 永谷　恋彩 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

幼年の部 １７㎏級 澤田　愛唯 富山/富山第一ﾚｽ 松下　泰大 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

幼年の部 １９㎏級 清水　胡羽 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 西島　綾乃 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 吉田　梨緒菜 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 成瀬　龍汰 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ

幼年の部 ２１㎏級 永谷　梨愛 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 渡邉　竜次 福井/えんまCLUB 金川　太一 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 小山　稀勢 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

幼年の部 ２３㎏級 堀　侑陽 福井/えんまCLUB 松田　晴聖 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 樋浦　寿弥 富山/富山第一ﾚｽ

幼年の部 +２３㎏級 平野　秀悟 福井/えんまCLUB 星野　豪正 新潟/巻っずレス

小学生の部１～２年生 ２０㎏級 松下　愛弥 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 加藤　未紗 福井/越前市レス 松下　瑛季 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ２２㎏級 西島　一晴 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 圓山　礼心 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 大村　康徳 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 直井　詩空 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生の部１～２年生 ２４㎏級 吉田　海人 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 泉　灯憲 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 星野　響甫 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 本釜　希真 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ２６㎏級 飯山　福斗 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 水倉　力 新潟/巻っずレス 石坂　和亨 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 苑田　裕也 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部１～２年生 ２８㎏級 堤　大智 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 松本　倖希 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 里村　絆徳 新潟/巻っずレス 山田　亮清 新潟/巻っずレス

小学生の部１～２年生 ３０㎏級 堀　脩哉 福井/えんまCLUB 堀田　みず希 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 石原　惺海 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 高田　琉也 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ

小学生の部１～２年生 ３２㎏級 麻柄　龍星 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部１～２年生 +３２㎏級 渡邉　哲平 福井/えんまCLUB 久田　大翔 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 萩原　晴功 富山/須藤ｱｶﾃﾞﾐｰ

小学生の部３～４年生 ２４㎏級 松本　勇莉 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 水澗　雄吾 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 澤田　陸 富山/富山第一ﾚｽ 岩田　睦生 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生の部３～４年生 ２８㎏級 福田　波琉 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 古谷　優虎 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 山田　琥珀 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 奥田　陽斗 富山/富山第一ﾚｽ

小学生の部３～４年生 ３０㎏級 吉田　千沙都 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 野中　耀 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 山崎　碧 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 白崎　主也 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 ３３㎏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 橘川　誠寛 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 新鞍　大介 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 ３６㎏級 竹内　咲太郎 福井/えんまCLUB 谷口　陸登 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 山崎　瑶 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 赤井　颯太郎 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部３～４年生 ３９㎏級 堀池　建太 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 塚本　啓人 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 斉藤　哲郎 福井/えんまCLUB 本田　一 新潟/巻っずレス

小学生の部３～４年生 +３９㎏級 赤坂　和哉 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 藤田　宝星 茨城/猛禽屋レス 大坂　尊琉 福井/えんまCLUB 高林　心温 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生女子の部３～４年生 軽量級 岡田　夢生 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 志貴　瑠那 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 圓山　倖羽 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 吉田　七名海 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ

小学生女子の部３～４年生 軽中量級 清水　陽菜 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 加藤　沙弥 福井/越前市レス

小学生女子の部３～４年生 中量級 ﾋﾞｬﾝﾊﾞｽﾚﾝ　ﾊﾘｳﾝ 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 山田　陽菜 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 赤坂　美涼 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 岡村　レイ 新潟/桜花ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生女子の部３～４年生 重量級 竹中　花音 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ３０㎏級 伊豆本　一輝 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 圓山　泰生 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

階級 第１位 第２位 第３位
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階級 第１位 第２位 第３位

小学生の部５～６年生 ３２㎏級 大垣内　蓮斗 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 松田　海音 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ 岩田　大幹 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生の部５～６年生 ３４㎏級 坂木　颯来 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 飯山　義樹 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生の部５～６年生 ３６㎏級 森川　晴凪 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 天谷　瞭太 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 川添　生成 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 建村　快 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ

小学生の部５～６年生 ３９㎏級 吉田　汰洋 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 宇戸平　凌莞 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 本名　帝心 新潟/巻っずレス 加藤　丈一郎 福井/越前市レス

小学生の部５～６年生 ４２㎏級 宮崎　楓大 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 佐藤　大夢 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 新鞍　洸太 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 我満 直生 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生の部５～６年生 ４５㎏級 三井　正信 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 大庭　清嵩 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ 本名　一晟 新潟/巻っずレス 鷹取　白英 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ

小学生の部５～６年生 ４８㎏級 工藤　大知 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 大南　星也 福井/えんまCLUB

小学生の部５～６年生 +４８㎏級 波多野　雄真 新潟/巻っずレス 清水田　海渡 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ 杉山　真衛 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 越澤　杏吏 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生女子の部５～６年生 軽量級 水澗　琉奈 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 鷲谷　海帆 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 姫野　笑琉 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

小学生女子の部５～６年生 軽中量級 岡田　愛生 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 加藤　千莉 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 志貴　南栄 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 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 牧吉　夏南 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 西田　紗織 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 成瀬　晴菜 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 山田　亜優香 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小学生女子の部５～６年生 重量級 万木　蓮花 福井/敦賀ﾚｽﾘﾝｸﾞ

中学生男子の部 軽々量級 高山　壱斗 福井/えんまCLUB 竹内　睦喜 福井/えんまCLUB 川添　民生 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 秋葉　大和 東京/Tﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ

中学生男子の部 軽量級 宇戸平　莞爾 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 藤井　海志 愛知/刈谷ﾚｽﾘﾝｸﾞ 我満　大記 福井/福井ﾚｽﾘﾝｸﾞ 越巻　永遠 富山/富山第一ﾚｽ

中学生男子の部 中量級 張原　大斗 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ 清水　大輔 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 須永　陽 富山/黒部ﾚｽﾘﾝｸﾞ

中学生男子の部 軽重量級 藤田　光星 茨城/猛禽屋レス 小坂　尚輝 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 赤井　虎太郎 富山/滑川ｼﾞｭﾆｱ 兼松　尚輝 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

中学生男子の部 重量級 小西　温也 福井/越前市レス 西川　大智　 長野/上田ﾚｽﾘﾝｸﾞ

中学生女子の部 軽々量級 中西　美結 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 田中　はな 石川/志賀町ｼﾞｭﾆｱ

中学生女子の部 軽量級 稲垣　柚香 三重/一志ｼﾞｭﾆｱ 小坂　歩未 岐阜/ﾏｲｽﾎﾟｰﾂ 中谷　湖雪 富山/高岡ｼﾞｭﾆｱ

中学生女子の部 中量級 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


