
成年男子　フリースタイル

総合成績計算委員長記録委員長名

印 印市橋　敏之相原　隆

５.５点

紀の国わかやま国体

スタイル別 入賞者一覧表

１位 ２位 ５位 ５位

８点 ７点

クワキ レイ アリノブ ダイキ

３位 ３位 ５位

２.５点

５位

カワノ ヨウスケ フジタ ユウダイ

５７kg級

フリガナ ヒグチ レイ ハセガワ トシヒロ モリシタ フミタカ カルベ ユウキ

選　手　名 樋口 黎 長谷川 敏裕 森下 史崇 苅部 優希 桑木 黎 有延 大輝 川野 陽介 藤田 雄大

都道府県名 大阪府 東京都 茨城県 富山県 岐阜県 福岡県 宮崎県 三重県

中野 晶太 松本 桂

キクチ ケン ナカノ ショウタ

６１kg級

フリガナ ユモト シンイチ アリモト シンゴ タダノ ワタル マエダ ライム

長崎県 千葉県

マツモト ケイ タカヤス ナオト

選　手　名 湯元 進一 有元 伸悟 但野 航 前田 頼夢 菊地 憲

アベ ヒロタカ ナカタ ヨウ

髙安 直人

都道府県名 和歌山県 大阪府 岐阜県 福井県 秋田県 静岡県

６５kg級

フリガナ マエダ ショウゴ ハラダ シュン クリモリ コウジロウ フカサコ ユウマ カワムラ ロンペイ コンノ コウタ

選　手　名 前田 翔吾 原田 駿 栗森 幸次郎 深迫 友真 阿部 宏隆 中田 陽 川村 倫平 紺野 孝太

都道府県名 福島県 長崎県 秋田県 鹿児島県 茨城県 兵庫県 静岡県 富山県

７４kg級

フリガナ タコジマ ノブヨシ コジマ タカフミ ヤマナカ リョウイチ ホサカ ケン

選　手　名 多胡島 伸佳 小島 豪臣 山中 良一 保坂 健 宮近 由

鳥取県 鹿児島県 京都府 福岡県

キタムラ コウヘイ スギモト キョウスケ

木下 貴輪 北村 公平

ミヤチカ ユウ キノシタ キリン

アカグマ ナオヤ ナラブ ヨシアキ シライ ショウタ オオタ ミツヒロ

杉本 京介

都道府県名 秋田県 神奈川県 愛知県 埼玉県

８６kg級

フリガナ モンマ ナオキ ムラヤマ タカヒロ

選　手　名 門間 順輝 村山 貴裕

都道府県名 秋田県 青森県

赤熊 猶弥 奈良部 嘉明 白井 勝太

福井県埼玉県 茨城県 大分県 徳島県 和歌山県

フジヤマ トクマ オクイ マオ

太田 充洋 藤山 徳馬 奥井 眞生

９７kg級

フリガナ スズキ セイジ ヤマモト コウキ

選　手　名 鈴木 聖二 山本 康稀

都道府県名 岐阜県 北海道

田中 章仁 中井 伸一

ヨシカワ ユウスケ タナカ アキヒト ナカイ シンイチ センバ カツトシ

群馬県 山口県

ヤマモト サトル イソカワ タカオ

磯川 孝生仙波 勝敏 山本 悟

シモナカ タカヒロ

福岡県 千葉県 愛媛県

安田 翔

ヤスダ ショウ ミヤハラ マサヒロ カメイ ケンゴ

１２５kg級

フリガナ アラキダ ノブヨシ カナザワ カツトシ

都道府県名

吉川 裕介

荒木田 進謙 金沢 勝利 下中 隆広

茨城県

大分県

亀井 謙吾宮原 将裕

千葉県東京都 岩手県

タナカ テツヤ ミヤウチ ケンタ

鹿児島県 山梨県

田中 哲矢 宮内 健太

神奈川県 福井県

選　手　名


