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№ 階級 部門 氏名 所属 都道府県 勝敗 結果 勝敗 氏名 所属 都道府県

1 31kg 小男 中竹　蒼空 白坪小学校 熊本 × WO ○ 中嶋　龍信 古蔵小学校 沖縄

2 31kg 小男 大畠　璃琥　 舞鶴小学校 大分 × WO ○ 八谷　徹真 高木瀬小学校 佐賀

3 34kg 小男 大内　太雅 北部小学校 大分 × WO ○ 伊藤玲亜 米ノ津小学校 鹿児島

4 34kg 小男 伊藤玲亜 米ノ津小学校 鹿児島 スパー 川渕　珠生 開南小学校 沖縄

5 37kg 小男 藤川　央侍 杉上小学校 熊本 × WP1-2 ○ 鳩間　功徹 志真志小学校 沖縄

6 43kg 小男 末吉　翔和 松川小学校 沖縄 × RSC1R1:06 ○ 橋本　准一 宮崎港小学校 宮崎

7 43kg 小男 朝倉　結叶 富合小学校 熊本 ○ RSC2R0:39 × 伊藤仁 米ノ津小学校 鹿児島

8 56kg 小男 曽我　優人 長洲小学校 大分 × WO ○ 田中 優輝 池之原小学校 鹿児島

9 36kg 中男 盛田　來希 日章学園中学校 宮崎 ○ WO × 麻生　啓輔 中津中学校 大分

10 39kg 中男 中家　翔寿 大在中学校 大分 ○ RSC1R1:04 × 佐川　永 石垣中学校 沖縄

11 39kg 中男 谷川　　大心 日宇中学校 長崎 × WO ○ 南里　奏凱 三日月中学校 佐賀

12 42kg 中男 筒井　颯人 城北中学校 佐賀 × WP0-3 ○ 小林　凛久 吉富中学校 大分

13 42kg 中男 大山　優雅 西山中学校 熊本 ○ WO × 北村　海頼 志佐中学校 長崎

14 45kg 中男 中田　彪月 出水南中学校 熊本 × WO ○ 茂田　瑛人 前原中学校 福岡

15 45kg 中男 恩河　謙介 那覇中学校 沖縄 × WP0-3 ○ 杉谷　漣 鍋島中学校 佐賀

16 48kg 中男 福井　滉 唐津市立鏡中学校 佐賀 ○ WO × 田中　麟太郎 東部中学校 熊本

17 48kg 中男 富田　彪斗 西原東中学校 沖縄 × WP0-3 ○ 姫野　銀次郎 大在中学校 大分

18 51kg 中男 小松　大和 日出中学校 大分 ○ WP2-1 × 日野　睦久 日章学園中学校 宮崎

19 54kg 中男 森田　誠波 金武中学校 沖縄 × RSC3R1:30 ○ 野口　想大　 三筑中学校 福岡

20 54kg 中男 宇田珠輝也 高尾野中学校 鹿児島 × WP1-2 ○ 黒田　右恭 日章学園中学校 宮崎

21 57kg 中男 齋藤　和真 下益城城南中学校 熊本 × RSC1R0:54 ○ 桐畑憲伸 霧丘中学校 福岡

22 64kg 中男 大城　虎義 名護中学校 沖縄 × WP0-3 ○ 中村尚暉 阿久根中学校 鹿児島

23 31kg 小男 中嶋　龍信 古蔵小学校 沖縄 × WP0-3 ○ 八谷　徹真 高木瀬小学校 佐賀

24 37kg 小男 宇田涼雅 下水流小学校 鹿児島 ○ WP2-1 × 鳩間　功徹 志真志小学校 沖縄

25 42kg 中男 山田　心 日章学園中学校 宮崎 ○ WP3-0 × 小林　凛久 吉富中学校 大分

26 42kg 中男 中嶋　愛士 古蔵中学校 沖縄 ○ WP3-0 × 大山　優雅 西山中学校 熊本

27 45kg 中男 所　純平 日章学園中学校 宮崎 ○ WP3-0 × 茂田　瑛人 前原中学校 福岡

28 48kg 中男 奈須　皇河 日章学園中学校 宮崎 ○ WP3-0 × 姫野　銀次郎 大在中学校 大分

29 51kg 中男 秋山　一真 城北中学校 佐賀 × WP0-3 ○ 小松　大和 日出中学校 大分

30 64kg 中男 太田　成恒 大和中学校 佐賀 ○ WP2-1 × 中村尚暉 阿久根中学校 鹿児島

於：鹿児島県   鹿児島工業高校

最終結果表


