
記録（男子カデットの部 フリースタイル）

76 kg級

TF0：45（10-0） 判定（2-4）

F0：48（10-0） 判定（3-2）

TF1：15（12-2） F1：33（5-0）

TF0：47（10-0） 判定（0-6）

　判定（4-8） 判定（0-8）

判定（0-6）

判定（3-4） 判定（5-0） 判定（0-7）

F3：41（0-9）

TF1：46（0-10）

TF2：41（10-0）

キ TF0：27（0-10）

判定（2-6） F1：49（0-6）

キ TF3：59（0-10）

TF1：40（0-11） TF2：59（0-10）

85 kg級

判定 (1-8) TF 2:21 (10-0)

TF 2:22 (0-10) TF 1:08 (0-10)

TF3：28（10-0） F3：47（6-4）

F 2:37 (10-10) F3:07 (10-6)

判定 (4-8) TF 1:14 (1-11)

キ
TF0：48（10-0） TF3：02（10-0） F1：52（8-0）

判定(9-14)

判定 (10-13)

判定 (1-2)

TF 3:52 (3-13) F 2:18 (8-8)

判定（1-8） TF0：23（0-4）

F 1:39 (0-4) 判定 （９－０）

TF 1:38 (1-12) 判定 (4-2)

100 kg級

F 1:17 (7-0) 判定 (2-9)

キ TF 1:36 (0-11)

TF 0:37 (10-0) 判定 (4-6)

判定 (5-0) F 1:47 (0-5)

TF 3:51 (11-0)

TF 2:50 (11-1) TF 2:31 (12-0)

判定 (0-5)

判定 (1-2)

TF 0:58 (0-10)

TF 0:49 (0-10)

判定 (0-6) 棄権 0:40 (4-0)

判定 (2-9) 判定 (0-4)

F 0:49 (4-0) F 0:58 (4-0)

TF 0:56 (0-10)

1 石黒 隼士(埼玉県：花咲徳栄高校) 中尾 公亮(鹿児島県：鹿屋中央高校) 14

桑原 翔(岐阜県：大垣日大高校)

矢野 芳明(神奈川県：磯子工業高校)

15

奈須川 良太(神奈川県：磯子工業高校)

17

田島 武蔵(熊本県：玉名工業高校) 16

内山 皓太(茨城県：霞ヶ浦高校)

伊藤 智希(長野県：小諸高校)

平山 真路(宮城県：仙台城南高校)

2

内藤 玲央(神奈川県：釜利谷高校)

3

油谷 樹生(富山県：高岡向陵高校)

津山 貫太(長崎県：島原工業高校)

井戸 大葵(和歌山県：粉河高校)

4 田沢 大(青森県：八戸工業大学第一高校)

島 健(香川県：多度津高校)

6 林 公平(青森県：八戸工業大学第一高校) 19

5 18

23

9 岩永 昂樹(長崎県：島原高校) 阿久津 裕人(福島県：田島高校) 22

20

8 土橋 雄太(秋田県：秋田商業高校) 21

7

12

松藤 天志(福岡県：築上西高校)

北條 良真(岡山県：高松農業高校) 25

11 田中 渉(山口県：豊浦高校) 花立 颯爽(栃木県：足利工業大学附属高校) 24

10 井上 蓮太(大阪府：同志社香里高校)

1 山田 壯昇(香川県：多度津高校) 為房 虎太郎(大阪府：同志社香里高校) 14

13 八木 海里(埼玉県：埼玉栄高校) 大津 拓馬(長崎県：島原高校) 26

19

5 戸田 俊也(新潟県：八海高校) 千葉 裕矢(神奈川県：釜利谷高校)

16

2 奥州 惇(千葉県：京葉工業高校)

新開 直明(高知県：土佐塾高校)

15菊地 祐馬(秋田県：明桜高校)

岡村 慎弥(香川県：高松北高校)

18

4 城戸内 翔平(鹿児島県：樟南高校)

遠藤 歩夢(山形県：米沢工業高校)

6 鳥越 瑞貴(岡山県：倉敷高校)

17

3 山田 修太郎(秋田県：秋田商業高校)

寺田 拓斗(岡山県：おかやま山陽高校)

9 荒殿 竜一(宮崎県：宮崎工業高校)

田中 颯人(兵庫県：伊丹高校)

20

8

外山 宏太(茨城県：霞ヶ浦高校)

山岡 暉(滋賀県：信楽高校) 21

7

11 石井 彬(千葉県：京葉工業高校) 菅 勇大(長崎県：島原工業高校) 24

中嶋 俊暢(神奈川県：横浜清陵総合高校) 22

10 島田 琉(熊本県：玉名工業高校) 大場 寛己(宮城県：仙台育英学園高校) 23

13 中村 謙吾(愛知県：一宮工業高校) 佐々木 雄大(千葉県：野田中央高校) 26

11

12 田﨑 翔央(福島県：喜多方桐桜高校) 山根 峻(岩手県：宮古商業高校) 25

鈴木 友也(奈良県：橿原学院高校)

佐藤 竜介(秋田県：明桜高校)

22

10 中嶋 史康(京都府：海洋高校)

松本 直毅(神奈川県：横浜清陵総合高校) 23

髙橋 海渡(山形県：米沢工業高校) 18

柳 魁十(鹿児島県：鹿屋中央高校)

21

9

長谷部 拳人(青森県：八戸工業高校)

番地 啓太(青森県：八戸学院光星高校) 20

8 山中 彬(広島県：広島国泰寺高校)

武藤 翔吾(大分県：日本文理大学附属高校)

16

6

守安 奎人(岡山県：倉敷高校)

髙山 真平(石川県：星稜高校) 17

濱本 大徳(長崎県：島原高校) 19

7 津國 公平(宮城県：仙台城南高校)

3

高野 智也(福岡県：小倉商業高校)

森 右秀(愛知県：星城高校)

14

4 藤田 祐輝(徳島県：池田高校) 浜野 涼(福井県：敦賀気比高校) 15

5 生形 航汰(栃木県：足利工業大学附属高校)

1 二ノ宮 寛斗(岐阜県：岐南工業高校) 山本 壮汰(静岡県：飛龍高校) 12

2 菊池 到(群馬県：西邑楽高校) 後藤 南斗(山形県：山形商業高校) 13


