
マエタ ユウヤフリガナ ナカムラ モモジロウ ユダ ケイタ マツシマ ショウ コンドウ マサキヒラノ ツバサ ウオズミ ショウゴ サカベ ソウ

キタムラ ユウマ

６０kg級

フリガナ アメミヤ リュウジ イノウエ マサヒロ

山口県 熊本県茨城県

武田 壮史 竹下 雄貴 堀後 雄太

都道府県名 山梨県 兵庫県 三重県

岡平 侑磨

香川県

北村 侑磨

和歌山県

群馬県

オカヒラ ユウマ ホリゴ ユウタ

選　手　名 雨宮 隆二 井上 征洋 川瀬 克祥

カワセ カツヨシ タケダ ソウシ タケシタ ユウキ

京都府

スガワラ コウダイ

河名 真寿斗 杉山 雄介 山田 龍誠 菅原 洸大

広島県 埼玉県 山梨県 秋田県

５５kg級

フリガナ オオタ シノブ タカタニ ダイチ

都道府県名 山口県 福岡県

カナザワ セイヤ

選　手　名 太田 忍 高谷 大地 有延 大輝

アリノブ タイキ カワナ マスト スギヤマ ユウスケ ヤマダ リュウセイ

金沢 誠也

２.５点

３位 ３位 ５位 ５位

５.５点

静岡県 大分県

セキグチ ダイキ

優勝 準優勝

８点 ７点

都道府県名 山梨県 奈良県
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５位 ５位

タカセ コウジ

影山 大洋 米山 輝 高瀬 浩史

滋賀県

カゲヤマ マサヒロ ヨネヤマ ヒカル

上鍵 雄志 米倉 祐樹 青木 祐聡５０kg級

フリガナ フミタ ケンイチロウ

少年男子　グレコローマンスタイル

岩手県 岐阜県

ヨネクラ ユウキ アオキ ユウソウ

選　手　名 文田 健一郎

新潟県

関口 大輝

ウエカギ ユウジ

総合成績計算委員長記録委員長名

印 印古里　光弘相原　隆

ヨシイ トモヒト

山口県 京都府

日坂 侃生 吉井 智仁執行 大海

ヒサカ ツヨキサトウ タクマ

選　手　名 園田 新 三好 佑樹

シギョウ ヒロミ セガワ ショウタ

佐賀県香川県 岐阜県

瀬川 翔太

宮崎県 岡山県

青森県

サカイ ハヤト

坂井 隼人佐藤 拓真

宮城県

三重県 長崎県 愛知県 福島県

１２０kg級

フリガナ ソノダ アラタ ミヨシ ユウキ

都道府県名 滋賀県

服部 弘慶 内田 将徳 五藤 利彦 黒木 柾統 上原 浩義 猪股 樹希亜

ハットリ ヒロヨシ ウチダ ショウトク ゴトウ トシヒコ クロギ マサノリ ウエハラ ヒロアキ イノマタ ジュキア

９６kg級

フリガナ シキヤ マサアキ ハヤシ リュウノスケ

都道府県名 沖縄県

選　手　名 志喜屋 正明 林 龍之介

山梨県

青森県

ナギノ タクロウ コガワ キョウマル

久保 直矢 奈木野 琢朗 古川 恭円

栃木県 福岡県

櫻庭 正義

都道府県名 沖縄県 秋田県

後藤 輝 宮腰 恒

富山県宮崎県 大分県

守部 克秀

モリベ カツヒデ ゴトウ ヒカル ミヤコシ ヒサシ クボ ナオヤ

８４kg級

フリガナ ヨナハ リュウタ サクラバ マサヨシ

選　手　名 与那覇 竜太

スミ マサト

７４kg級

フリガナ オクイ マオ ナガイ リョウタ

三重県群馬県

今村 聖 伊藤 大貴 角 雅人 中村 勇希

都道府県名 和歌山県 香川県 山口県

浅井 翼

佐賀県 京都府 鹿児島県

愛媛県

アサイ ツバサ ナカムラ ユウキ

選　手　名 奥井 眞生 永井 凌太 横溝 佑汰

ヨコミゾ ユウタ イマムラ サトル イトウ ヒロタカ

松島 正

和歌山県 鳥取県 新潟県

阪部 創 前田 祐也

マエタ ユウヤ

６６kg級

フリガナ ナカムラ モモジロウ ユダ ケイタ

兵庫県

魚住 彰吾

都道府県名 佐賀県 香川県 大阪府

マツシマ ショウ コンドウ マサキ

選　手　名 中村 百次郎 湯田 敬太 平野 翼

ヒラノ ツバサ ウオズミ ショウゴ サカベ ソウ

近藤 雅貴


