
2012/4/22  横浜文化体育館
2010 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

男子ジュニアの部： フリ－スタイル
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

50kg級 第1位 川畑 祐弥 カワバタ ユウヤ 福岡大学
50kg級 第2位 高木 恭平 タカキ キョウヘイ 青山学院大学
50kg級 第3位 青木 祐聡 アオキ ユウソウ 岐南工業高校
50kg級 第3位 喜多 雄介 キタ ユウスケ 福岡県立三井高校
55kg級 第1位 森下 史崇 モリシタ フミタカ 日本体育大学
55kg級 第2位 高橋 侑希 タカハシ ユウキ 山梨学院大学
55kg級 第3位 黒沢 翔 クロサワ ショウ 早稲田大学
55kg級 第3位 西山 凌代 ニシヤマ リョウダイ 拓殖大学
60kg級 第1位 池田 智 イケダ マサル 日本大学
60kg級 第2位 鴨居 正和 カモイ マサカズ 山梨学院大学
60kg級 第3位 比江島 研吾 ヒエジマ ケンゴ 日本体育大学
60kg級 第3位 川瀬 克祥 カワセ カツヨシ 日本体育大学
66kg級 第1位 保坂 健 ホサカ ケン 早稲田大学
66kg級 第2位 松嶋 朔 マツシマ コヨミ 東洋大学
66kg級 第3位 池田 寛 イケダ カン 神奈川大学
66kg級 第3位 桑原 誠 クワバラ マコト 早稲田大学
74kg級 第1位 嶋田 大育 シマダ ダイスケ 国士舘大学
74kg級 第2位 木村 政貴 キムラ マサキ 専修大学
74kg級 第3位 瀧澤 廉太郎 タキザワ レンタロウ 中央大学
74kg級 第3位 山下 俊介 ヤマシタ シュンスケ 国士舘大学
84kg級 第1位 亀山 晃弘 カメヤマ アキヒロ 山梨学院大学
84kg級 第2位 山原 健太 ヤマハラ ケンタ 青山学院大学
84kg級 第3位 長 知宏 オサ トモヒロ 霞ヶ浦高校
84kg級 第3位 内田 裕幸 ウチダ ヒロユキ 中京学院大学
96kg級 第1位 山本 康稀 ヤマモト コウキ 日本大学
96kg級 第2位 安田 翔 ヤスダ ショウ 国士舘大学
96kg級 第3位 山田 圭史 ヤマダ キヨシ 東京農業大学
96kg級 第3位 黒川 達也 クロカワ タツヤ 拓殖大学
120kg級 第1位 村上 佳児 ムラカミ ケイジ 徳山大学
120kg級 第2位 中村 圭佑 ナカムラ ケイスケ 日本大学
120kg級 第3位 松本 徹也 マツモト テツヤ 日本文理大学
120kg級 第3位 南川 隆太 ミナミカワ リュウタ 中京学院大学

※空欄は入賞者なし



2012/4/22  横浜文化体育館
2010 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

男子ジュニアの部： グレコローマンスタイル
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

50kg級 第1位 香川 智彦 カガワ トモヒコ 東洋大学
50kg級 第2位 上鍵 雄志 ウエカギ ユウジ 大和広陵高校
50kg級 第3位 金子 佐 カネコ タスク 山梨学院大学
50kg級 第3位 水野 颯 ミズノ ハヤテ 法政大学
55kg級 第1位 太田 忍 オオタ シノブ 日本体育大学
55kg級 第2位 木村 洋貴 キムラ ヒロキ 日本体育大学
55kg級 第3位 浜田 和輝 ハマダ カズキ 神奈川大学
55kg級 第3位 石新 一早 イシアラ カズサ 日本体育大学
60kg級 第1位 松澤 力也 マツザワ リキヤ 日本体育大学
60kg級 第2位 雨宮 隆二 アメミヤ リュウジ 山梨学院大学
60kg級 第3位 亀井 駿斗 カメイ ハヤト 青山学院大学
60kg級 第3位 相田 章統 アイダ アキノリ 徳山大学
66kg級 第1位 金光 輝明 カネミツ テルアキ 東洋大学
66kg級 第2位 魚住 彰吾 ウオズミ ショウゴ 専修大学
66kg級 第3位 遠藤 彪悟 エンドウ ヒョウゴ 明治大学
66kg級 第3位 近藤 達矢 コンドウ タツヤ 専修大学
74kg級 第1位 中村 隆春 ナカムラ タカハル 日本体育大学
74kg級 第2位 永井 凌太 ナガイ リョウタ 拓殖大学
74kg級 第3位 渡部 広章 ワタナベ ヒロアキ 日本体育大学
74kg級 第3位 濱口 祐志 ハマグチ ユウシ 九州共立大学
84kg級 第1位 加賀谷 庸一朗 カガヤ ヨウイチロウ 国士舘大学
84kg級 第2位 坂野 修平 サカノ シュウヘイ 徳山大学
84kg級 第3位 櫻庭 正義 サクラバ マサヨシ 日本体育大学
84kg級 第3位 与那覇 竜太 ヨナハ リュウタ 浦添工業高校
96kg級 第1位 田中 哲矢 タナカ テツヤ 大東文化大学
96kg級 第2位 志喜屋 正明 シキヤ マサアキ 国士舘大学
96kg級 第3位 秋本 瞭 アキモト リョウ 法政大学
96kg級 第3位 越後 智裕 エチゴ トモヒロ 国士舘大学
120kg級 第1位 園田 新 ソノダ アラタ 日野高校
120kg級 第2位 津田 大健 ツダ ヒロタケ 中京学院大学
120kg級 第3位 金子 乾大郎 カネコ ケンタロウ 青山学院大学
120kg級 第3位 三好 佑樹 ミヨシ ユウキ 同志社大学

※空欄は入賞者なし



2012/4/22  横浜文化体育館
2012 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

女子ジュニアの部
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

1 44kg級 第1位 八木沢 ゆず ヤギサワ ユズ 種市高校
2 44kg級 第2位 #N/A #N/A #N/A
3 44kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A
4 44kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A
5 48kg級 第1位 入江 ゆき イリエ ユキ 九州共立大学
6 48kg級 第2位 青野 ひかる アオノ ヒカル 日本大学
7 48kg級 第3位 渡辺 由香 ワタナベ ヨシカ 埼玉栄高校
8 48kg級 第3位 植野 さくら ウエノ サクラ 自衛隊体育学校
9 51kg級 第1位 登坂 絵莉 トウサカ エリ 至学館大学

10 51kg級 第2位 田中 亜里沙 タナカ アリサ 早稲田大学
11 51kg級 第3位 櫻井 友香 サクライ ユカ 大東文化大学
12 51kg級 第3位 阿部 千波 アベ チナミ 至学館大学
13 55kg級 第1位 浜田 千穂 ハマダ チホ 日本体育大学
14 55kg級 第2位 川井 梨紗子 カワイ リサコ 至学館高校
15 55kg級 第3位 増田 奈千 マスダ ナチ 環太平洋大学
16 55kg級 第3位 菅原 ひかり スガワラ ヒカリ 至学館大学
17 59kg級 第1位 坂上 嘉津季 サカガミ カツキ 至学館大学
18 59kg級 第2位 早見 なつみ ハヤミ ナツミ 九州共立大学
19 59kg級 第3位 永石 美智 ナガイシ ミチ 九州共立大学
20 59kg級 第3位 坂野 結衣 サカノ ユイ 安部学院高校
21 63kg級 第1位 佐藤 喜歌 サトウ ハルカ 自衛隊体育学校
22 63kg級 第2位 鈴木 紅夏 スズキ コナ 太田市立商業高校
23 63kg級 第3位 望月 芙早乃 モチヅキ フサノ 環太平洋大学
24 63kg級 第3位 伊藤 彩香 イトウ アヤカ 至学館大学
25 67kg級 第1位 土性 沙羅 ドショウ サラ 至学館高校
26 67kg級 第2位 橋本 千紘 ハシモト チヒロ 日本大学
27 67kg級 第3位 土屋 亜希帆 ツチヤ アキホ 東海大学
28 67kg級 第3位 松見 千都彩 マツミ チトセ 南京都高校
29 72kg級 第1位 吉井 瑞江 ヨシイ タマエ 至学館大学
30 72kg級 第2位 新井 明恵 アライ アキエ 法政大学
31 72kg級 第3位 飯塚 咲愛 イイヅカ サエ 北稜高校
32 72kg級 第3位 牧島 涼 マキシマ リョウ 西邑楽高校

※空欄は入賞者なし


