
宮崎県兵庫県

井上 智裕 加藤 和弥 相澤 龍 横山 巧

富山県 宮城県 岡山県

アイザワ リュウ

６６kg級

フリガナ シミズ ヒロユキ ナルセ カズヒコ

柴田 慎吾

都道府県名 滋賀県 岐阜県 群馬県

群馬県

ヨコヤマ タクミ シバタ シンゴ

選　手　名 清水 博之 成瀬 一彦 富塚 拓也

トミヅカ タクヤ イノウエ トモヒロ カトウ カズヤ

埼玉県

佐々木 孝 谷岡 泰幸 笹山 雄二 土田 尚人

山口県 富山県 新潟県

ササヤマ ユウジ

６０kg級

フリガナ キド ヨシタカ イズミ タケシ

池田 圭介

都道府県名 熊本県 愛媛県 滋賀県

山形県

ツチダ ナオト イケダ ケイスケ

選　手　名 城戸 義貴 泉 武志 倉本 一真

クラモト カズマ ササキ タカシ タニオカ ヤスユキ

村田 知也 山下 誠司 十河 勇児

三重県 高知県 香川県

５５kg級

フリガナ ミネムラ リョウ シミズ ハヤノブ

尾形 翼

都道府県名 神奈川県 岐阜県 静岡県 兵庫県

選　手　名 峯村 亮 清水 早伸 佐々木 晋

ササキ シン カジ マサハル

梶 雅晴

３位 ３位 ５位

２.５点

５位

ソゴウ ユウジ オガタ ツバサムラタ トモヤ ヤマシタ セイジ
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スタイル別 入賞者一覧表

優勝 準優勝 ５位 ５位

８点 ７点

成年男子　グレコローマンスタイル
総合成績計算委員長記録委員長名

印 印古里　光弘相原　隆

５.５点

カナザワ カツトシ ヤマナカ ケンジ

岩手県 鳥取県

金沢 勝利 山中 健嗣

三重県

ワタナベ シュン コウノ リュウタ

河野 隆太渡邊 駿

静岡県

１２０kg級

フリガナ マエカワ ショウリ ナカムラ アツシ

都道府県名 茨城県 奈良県

秋田県

モリカク ユウスケ

長野県

東京都 愛知県

長崎県

選　手　名 前川 勝利 中村 淳志 森角 裕介 馬場 祐太朗

ババ ユウタロウ

青森県 兵庫県

ムラタ ヨシマサ アリゾノ タクマ

有薗 拓真

宮城県

森 龍之進 村田 貴雅

オオサカ アキラ ヤマモト ユウスケ イカミ マサト モリ タツノシン

大坂 昂 山本 雄資 伊神 優人９６kg級

フリガナ サイカワ ノリカツ ソガベ ケン

選　手　名 齋川 哲克 曽我部 健

都道府県名 栃木県 徳島県

高知県 兵庫県 香川県

イダ トシノリ イシガキ ヒデキ

濵吉 龍太 井田 敏徳 石垣 秀城

都道府県名 福岡県 青森県

鶴巻 宰 倉谷 修平 中井 伸一

千葉県山形県 山梨県

福岡県 滋賀県 栃木県

８４kg級

フリガナ アマノ マサユキ スミ コウスケ

選　手　名 天野 雅之 角 功介

千葉県

池澤 峻介 渡部 友章 小森 大祐 北岡 秀王

ツルマキ ツカサ クラヤ シュウヘイ ナカイ シンイチ ハマヨシ リュウタ

福島県

コモリ ダイスケ

７４kg級

フリガナ フジムラ ツトム カサイ ナオト

東泉 恵二

都道府県名 山口県 埼玉県 群馬県

キタオカ ヒデオ ヒガシイズミ ケイジ

選　手　名 藤村 義 葛西 直人 福田 翼

フクダ ツバサ イケザワ シュンスケ ワタナベ トモアキ


