第3回 三井ラビット
三井ラビット杯
ラビット杯 少年少女レスリング
少年少女レスリング選手権大会
レスリング選手権大会 結果
平成23年3月13日 会場 筑前町農業者トレーニングセンター

団体の
団体の部

第1位
島原レスリングスクール

第2位
東長崎レスリングクラブ

第3位
ﾀｲｶﾞｰｷｯｽﾞﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

個人の
個人の部
階級
未満児の部
年少・年中の部 16kg級
年少・年中の部 18kg級
年少・年中の部 20kg級
年少・年中の部 28kg以上級
年長の部 20kg級
年長の部 22kg級
年長の部 23kg以上級
年長の部 30kg以上級
小学1・2年の部 22kg級
小学1・2年の部 25kg級
小学1･2年の部 28kg級
小学1・2年の部 32kg級
小学3･4年の部 26kg級
小学3･4年の部 28kg級
小学3･4年の部 32kg級
小学3・4年の部 40kg級
小学3･4年の部 53kg級
小学3･4年女子の部 24kg級
小学3･4年女子の部 27kg級
小学3･4年女子の部 32kg級
小学3･4年女子の部 40kg級
小学5･6年男子の部 30kg級
小学5･6年男子の部 33kg級
小学5・6年男子の部 38kg級
小学5・6年男子の部 45kg級
小学5・6年男子の部 54kg級
小学5・6年男子の部 62kg級
小学5・6年男子の部 72kg級
小学5・6年女子の部 33kg級
小学5・6年女子の部 36kg級
小学5・6年女子の部 40kg級
中学生男子の部 40kg級
中学生男子の部 46kg級
中学生男子の部 52kg級
中学生男子の部 56kg級
中学生男子の部 60kg級
中学生男子の部 65kg級
中学生男子の部 74kg級
中学生女子の部 36kg級
中学生女子の部 48kg級
中学生女子の部 55kg級
最優秀選手賞
池松和彦賞
参加団体名
北九州レスリングクラブ
東長崎レスリングクラブ
島原レスリングスクール
大村レスリングクラブ
鹿島レスリングクラブ
佐伯ちびっ子レスリングクラブ
鳥栖レスリングクラブ
上熊本レスリングクラブ
タイガーキッズレスリングクラブ
グラップラーズ・ギルドレスリングクラブ
三井ラビットレスリングクラブ
参加人数

183名

第1位
加藤 碧人（三井）
尾西 桜（グラップ）
石原 弘太郎（タイガー）
中島 真白（島原）
空閑 大輝（鳥栖）
猿渡 昂太（鳥栖）
木山 樹（タイガー）
石原 弘幸（タイガー）
白江 啓太（東長崎）
尾西 大河（グラップ）
大野 真子（タイガー）
木山 陸（タイガー）
永沼 和大（北九州）
中尾 蓮（タイガー）
上田 尋也（タイガー）
池田 成諒（島原）
喜多 涼真（島原）
原 正純（鳥栖）
大橋 海寛（タイガー）
井上 実奈梨（タイガー）
吉武 まひろ（島原）
中島 文夏（東長崎）
桜井 龍大（タイガー）
上田 惟稀（タイガー）
下田 龍晴（タイガー）
本木 臣代士（北九州）
馬渡 和音（島原）
嶋江 健太（鹿島）
高野 智也（北九州）
川口 真央（東長崎）
曽根川 陽菜（北九州）
平田 彩夏（グラップ）
岩永 拓馬（北九州）
岡田 幹大（島原）
早野 隆人（グラップ）
嶋江 翔也（鹿島）
曽根川 侑（北九州）
岩永 武朗（北九州）
中村 慶崇（北九州）
平川 未琴（上熊本）
岡本 佳子（北九州）
入江 くみ（北九州）
上田 尋也（タイガー）
尾西 大河（グラップ）
略称
北九州
東長崎
島原
大村
鹿島
佐伯
鳥栖
上熊本
タイガー
グラップ
三井

山田
山下
山田
井上

第2位
千翔（三井）
爽（三井）
一葉（三井）
輪太郎（タイガー）

小柴
柴山
伊東
井手

第3位
ゆり（鹿島）
日向（北九州）
羽琉（佐伯）
夏希（三井）

近藤 聖剛（鳥栖）
平川 脩雅（グラップ）
中西 広耀（タイガー）

焼本 慎（島原）
松尾 直哉（北九州）
平田 彩音（三井）

加藤 瑠之助（三井）
村上 真（島原）
古賀 凛（グラップ）
瀧川 新志（佐伯）
平川 偉琉（上熊本）
内野 浩聖（東長崎）
北村 勇気（鹿島）
堀 弥那斗（北九州）

柴山
永石
吉田
本木
荒木
大濵
大野

原田
大澤
平川
井上
北島
小柴
古賀
中西
大濵

美月（北九州）
彩乃（グラップ）
未夢（グラップ）
ゆうか（グラップ）
暉竜（鹿島）
亮太（鹿島）
剛光（北九州）
湧太（タイガー）
裕騎（佐伯）

鷹成（北九州）
亮太（大村）
海耶（大村）
結子（北九州）
瑞生（タイガー）
聖也（佐伯）
恵太郎（タイガー）

村上 寧音（島原）
橋村 麗（北九州）
村上
大橋
松田
牟田

光（島原）
宙寛（タイガー）
寛也（タイガー）
修一（鹿島）

原田 和希（北九州）
山下 葵乃（三井）
早野 李那（グラップ）
大澤 司（グラップ）
岩崎 俊樹(島原）
平野 洋太（グラップ）
稲田 翔太（島原）
曽根川 樹（北九州）
牛原 啓志（グラップ）
松本 寛史（上熊本）

北嶋 若葉（三井）
篠原 七海（三井）
永沼 尚子（北九州）

大澤 沙弥華（グラップ）
江上 愛莉沙（三井）

師岡 菜々子（北九州）
佐藤 ゆき（上熊本）

田代 拓海（鹿島）
牛原 隆祐（グラップ）
大島 広嵩（鹿島）
大平 稜也（北九州）

