第7回 三井ラビット杯 少年少女レスリング選手権大会 結果

第1位
団体の部

鳥栖レスリングクラブ

平成26年3月14.15日 会場 筑前町農業者トレーニングセンター
参加人数
279名
第2位
第3位
すくもレスリング

タイガーキッズレスリングクラブ

個人の部
階級
年少・年中 16kg級
年少・年中 18kg級
年少・年中 19kg級
年少・年中 21kg級
年少・年中 28kg級
年長 20kg級
年長 22kg級
年長 26kg級
小学1･2年 21kg級
小学1･2年 22kg級
小学1･2年 23kg級
小学1･2年 24kg級
小学1･2年 25kg級
小学1･2年 26kg級
小学1･2年 27kg級
小学1･2年 28kg級
小学1･2年 31kg級
小学1･2年 +37kg級
小学3･4年 26kg級
小学3･4年 27kg級
小学3･4年 28kg級
小学3･4年 30kg級
小学3･4年 33kg級
小学3･4年 35kg級
小学3･4年 38kg級
小学3･4年 44kg級
小学3･4年 +49kg級
小学3･4年(女子) 26kg級
小学3･4年(女子) 30kg級
小学3･4年(女子) 35kg級
小学3･4年(女子) +39kg級
小学5･6年 28kg級
小学5･6年 32kg級
小学5･6年 35kg級
小学5･6年 38kg級
小学5･6年 42kg級
小学5･6年 45kg級
小学5･6年 49kg級
小学5･6年 57kg級
小学5･6年（女子） 31kg級
小学5･6年（女子） 35kg級
小学5･6年（女子） 42kg級
小学5･6年（女子） +45kg級
中学生 42kg級
中学生 54kg級
中学生 64kg級
中学生 75kg級
中学生(女子) 49kg級
中学生(女子) 63kg級
最優秀選手賞
池松和彦賞

第1位
井手 悠太（三井ラビ）
恒久 月花（３ＲＩＮＧＳ）
平田 義幸（３ＲＩＮＧＳ）
松尾 宗睦（髙田道場）
西 花乃（椎田）
豊原 優花（グラップ）
宇土 奏美（大村）
藤瀬 夏唯（鹿島）
戸田 裕（福原）
安渡 友貴（徳山）
中村 公紀（すくも）
福富 将大（大村）
大串 一世（すくも）
怡土 悠馬（髙田道場）
吉田 悠耶（大村）
松原 拓郎（鹿島）
三浦 修矢（タイガー）
石田 悠稀（タイガー）
柴山 日向（北九州）
江口 昂志（徳山）
近藤 聖剛（鳥栖）
江﨑 稔人（３ＲＩＮＧＳ）
須田 宝（大村）
井上 輪太郎（タイガー）
中川 一星（髙田道場）
掛川 零恩（徳山）
白江 啓太（上熊本）
大舘 美咲（髙田道場）
尾西 桜（鳥栖）
中島 真白（島原）
内野 杏美（島原）
松岡 佑介（髙田道場）
山下 修誠（すくも）
吉田 海耶（大村）
赤星 吾澄（熊本）
大野 真子（タイガー）
小柴 伊織（鳥栖）
濱崎湧太（有明）
松原 正志郎 （鹿島）
正岡 莉湖（グラップ）
山口 愛樺（福原）
井上 夢美香（徳山）
本木 結子（北九州）
内野 浩聖（東長崎）
小柴 亮太（鳥栖）
大野 恵太郎（タイガー）
本木 臣代士（北九州）
橋本 琉那（徳山）
平田 彩夏（グラップ）
山下 修誠（すくも）
小柴 亮太（鳥栖）

第2位

第3位

松尾 駿冴（鹿島）
柴田 さくらこ（ファイブ）
山崎 玄稀（徳山）
小林 駿太（鳥栖）
牧 樹璃（熊本）
山田 徹兵（椎田）
中島 青龍（島原）
江﨑 貴弘（３ＲＩＮＧＳ）
大田 逢生（椎田）
井上 夏（大村）
柴崎 祐揮（島原）
岩尾 有馬（佐伯）
牟田 蓮寿（福原）
荒木 勇哉（髙田道場）
前田 太晟（鳥栖）
井上 寛太郎（タイガー）
安藤 里桜（北九州）
石田 獅童（タイガー）
石橋 一輝（大村）
山下 爽（三井ラビ）
船戸 幸（大村）
菊井 隼隆（大村）
甫木 元起（鹿島）
平川 脩雅（グラップ）
柴田 博雅（髙田道場）
谷本 郁弥（島原）
川嶋 康平（鹿島）
岩尾 和香（佐伯）
井手 夏希（三井ラビ）
高橋 桜子（椎田）
平田 彩音（３ＲＩＮＧＳ）
石松 翔伍（グラップ）
大舘 一咲（髙田道場）
定本 昂己（徳山）
中島 颯士（島原）
高松 那央斗（徳山）
須田 快晴（大村）
西 奏人（椎田）
牧 大将（熊本）
甲斐愛燦（有明）
藤本 真由子（福原）
平川 舞歩（グラップ）
宮村 萌々香（福原）
松尾 拓哉（北九州）
坂口 関志（タイガー）
荒木 和希（タイガー）

高松 美徳（徳山）
東 和花（北九州）
高村 一喜（鳥栖）
友田 幸葵（熊本）
菊井 総太郎（大村）
平川 双雅（グラップ）
永石 潤成（鹿島）
柴田 啓太（３ＲＩＮＧＳ）
大塚 晄（椎田）
加藤 碧人（三井ラビ）
松尾 環那（鹿島）
宇野 耀（鹿島）
田中 秀虎（鹿島）
荒木 星哉（髙田道場）
千代田 陸（グラップ）
寺﨑 怜（椎田）
白川 大虎（鹿島）
西山 脩人（島原）
白川 剣斗（鹿島）
村山 和哉（鳥栖）
石原 弘太郎（タイガー）
中村 響希（鳥栖）
焼本 慎（島原）
米田 星空（大村）
西 颯人（椎田）
安藤 優斗（北九州）
山下 航生（グラップ）
寺﨑 幸音（椎田）
東 佐和（北九州）
一松 心響（椎田）

篠原 七海（グラップ）
中井 樹璃（北九州）

定本 歩美（徳山）
永沼 尚子 （北九州）

内田 匠（グラップ）
北浦 寛大（島原）
大楠 健太（グラップ）
濵﨑 蒼生（佐伯）
落水 健太（島原）
三浦 紘平（タイガー）
藤田 匠賢（鳥栖）
稲本喬弘（有明）
安渡 桃子（徳山）
竹原 小夏（上熊本）
中尾 蓮（タイガー）
濵﨑 颯太（佐伯）
井上 海星（徳山）

