
組合せ（男子ジュニアの部 フリースタイル）

84 kg級

TF4:22(10-0) TF1:27(10-0)

TF0:37(10-0) 判定(4-4)

TF2:58(10-0) TF4:02(8-18)

判定(9-2) TF3'34(10-0)

F0:44(2-0) 判定(6-2)

TF3:44(1-12) 判定(7-1)

TF3:30(12-1) TF4:03(11-0)

TF4'31(11-0) F3:51(8-0) TF3'52(0-11)

F4:16(5-8) TF0:56(0-11)

TF1:31(0-10) TF0:18(10-0)

キ キ

判定(1-6) 判定(5-10)

2-45 判定(2-3)

キ TF4:12(0-11)

TF1:44(0-10) TF4:09(0-10)

96 kg級

F2:06"(6-0) 判定(9-0)

判定(1-3) 判定(5-13)

TF1：16（10-6） TF1：20（0-11）

判定（8B-8） キ

判定(8-2)

F2：07（8-0） TF4：28（10-0）

判定（2-2L）

TF2:20"(0-10)

キ

TF3:24(0-11)

判定（4-13） TF2:58(12-2)

F3:53(0-8) TF0：52（0-10）

判定(4-8) 判定(14-6)

TF2:24(0-10)

120 kg級

TF 4:00 (13-3)

TF 0:27 (10-0)

警告 4:52 (8-1） F 2:07 (5-0)

判定 (7-1) F 4:30 (8-5)

F 0:17 (4-0)

判定 (3-0)

TF 3:57 (13-0) 判定 1-L1) TF 1:07 (10-0)

判定 (4-0) 判定 (1-2)

判定 6-0) 判定 (1-4)

判定 (5-1)

石黒 峻士(埼玉県：花咲徳栄高校) 23

11 永井 基生(明治大学) 堤 卓哉(中央大学) 22

10 藤田 裕輔(神奈川大学) 倉中 孔大(福岡大学) 21

9 髙橋 航(山形県：上山明新館高校)執行 優大(佐賀県：鳥栖工業高校) 20

8 恒石 昌輝(専修大学) 宮原 尚之(中京学院大学) 19

鈴木 雄策(東洋大学)

17

7 久保 遼馬(近畿大学) 黒田 拓磨(桃山学院大学) 18

6 永井 雄基(日本大学)

竹内 亮亘(帝塚山大学) 15

加藤 耀太(国士舘大学)

5 吉田 翔(東洋大学)

園田 平(拓殖大学) 坂田 龍星(日本大学) 12

3 緒方 竜成(日本体育大学)

廣瀬 郁也(同志社大学)

14

16

4 花岡 樹(関西学院大学)

山下 拓也(拓殖大学)

山根 光司(香川県：多度津高校) 31

14 小林 拓真(日本大学)

2 前田 鴻介(国士舘大学) 工藤 優作(国際武道大学) 13

1

13 廣瀬 章吾(中京学院大学) 川村 洋史(静岡県：飛龍高校) 29

16 内藤 由良(国士舘大学) 大山 博貴(明治大学) 32

15

11

西橋 啓太朗(九州共立大学)

小西 知徳(天理大学) 27

12 牛水 瑞貴(山梨学院大学)

古城 涼真(拓殖大学) 30

牧野 聡一郎(国士舘大学) 28

10 十河 高弥(近畿大学) 飯村 友基(茨城県：鹿島学園高校) 26

9 福岡 達博(中央大学) 眞柴 翔平(近畿大学) 25

8 伊藤 翔大(東洋大学) 柴田 一磨(大東文化大学) 24

7 石澤 誠悠(山梨学院大学) 脇田 俊之(京都府：京都八幡高校) 23

6 森 大樹(神奈川大学) 加藤 一人(日本文理大学) 22

5 土屋 正宗(中央大学) 錦戸 裕也(熊本県：玉名工業高校) 21

4 桝田 智広(立命館大学) 清水 瑛晶(立命館大学) 20

3 奥田 瑞基(天理大学) 村田 尚也(桃山学院大学) 19

17

2 川畑　 光(東洋大学) 谷利 亜雅士(帝塚山大学) 18

1 白井 勝太(日本大学) 本村 匠(山梨学院大学)

101 山本 泰輝(拓殖大学) 伊藤 昌(国士舘大学)

4 山本 晋也(日本ウェルネススポーツ大学) 高澤 淳介(帝塚山大学)

14

2 山口 太希(東洋大学) 平山 燎(山梨学院大学) 11

斎藤 一磨(山形県：山形商業高校) 15

5 矢部 希実(福岡県：築上西高校)

13

3 野村 正樹(京都府：京都廣学館高校) 長野 修平(岐阜県：岐阜工業高校) 12

荒井 健太郎(日本大学)

宮原 将裕(大東文化大学) 17

7 魚見 友浩(日本文理大学) 寺原 裕介(日本文理大学) 16

9 石原 遼一(山梨学院大学)

8 矢野 遥己(徳山大学)

6 山口 直人(徳山大学)


