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平成29年度 正田杯第44回関東高等学校選抜レスリング大会 学校対抗戦（全国選抜大会出場校）
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第3位
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個人対抗戦（全国選抜大会出場資格者）

階級 順位 選手名 フリガナ 所属 都道府県名 学年

50kg級 第1位 菅沼 碧久 スガヌマ リク 自由ケ丘学園高等学校 東京都 1年

50kg級 第2位 田下 奏樹 タシタ ソウジュ 花咲徳栄高等学校 埼玉県 1年

50kg級 第3位 佐々木 修斗 ササキ シュウト 鹿島学園高等学校 茨城県 2年

50kg級 第3位 小野寺 大輝 オノデラ ダイキ 花咲徳栄高等学校 埼玉県 2年

第5位 柏木 優京 カシワギ ウキョウ 韮崎工業高等学校 山梨県 2年

第5位 渡瀬 柊真 ワタセ トウマ 四街道高校 千葉県 1年

第5位 髙橋 亮太 タカハシ リョウタ 鹿島学園高等学校 茨城県 1年

第5位 草間 正汰 クサマ ショウタ 埼玉栄高等学校 埼玉県 1年

55kg級 第1位 森川 海舟 モリカワ カイト 自由ケ丘学園高等学校 東京都 2年

55kg級 第2位 藤田 颯 フジタ ハヤト 花咲徳栄高等学校 埼玉県 1年

55kg級 第3位 松本 健新 アツモト ケンシン 農林高等学校 山梨県 2年

55kg級 第3位 内田 創太郎 ウチダ ソウタロウ 埼玉栄高等学校 埼玉県 2年

第5位 青柳 善の輔 アオヤギ ヨシノスケ 埼玉栄高等学校 埼玉県 1年

第5位 三井 潤 ミツイ ジュン 鹿島学園高等学校 茨城県 1年

第5位 築比地 留偉 ツイヒジ ルイ 館林高等学校 群馬県 1年

第5位 鴇田 昇大 トキタ ショウタ 足利工業大学附属高等学校 栃木県 2年

60kg級 第1位 萩原 大和 ハギワラ ヤマト 花咲徳栄高等学校 埼玉県 1年

60kg級 第2位 大河原 蔵之介 オオカワラ クラノスケ 四街道高校 千葉県 2年

60kg級 第3位 飯田 翔真 イイダ ショウマ 自由ケ丘学園高等学校 東京都 2年

60kg級 第3位 小田嶋 大樹 オダシマ ダイキ 日本大学藤沢高等学校 神奈川県 2年

第5位 武井 研太 タケイ ケンタ 鹿島学園高等学校 茨城県 2年

第5位 原田 真吾 ハラダ シンゴ 釜利谷高等学校 神奈川県 2年

第5位 山崎 翼 ヤマザキ ツバサ 農林高等学校 山梨県 2年

第5位 掛川 泰史 カケガワ ヤスシ 埼玉栄高等学校 埼玉県 2年

館林高等学校 タテバヤシコウトウガッコウ 群馬県

足利工業大学附属高等学校 アシカガコウダイフゾクコウトウガッコウ 栃木県

自由ケ丘学園高等学校 ジユウガオカガクエンコウトウガッコウ 東京都

埼玉栄高等学校 サイタマサカエコウトウガッコウ 埼玉県

農林高等学校 ノウリンコウトウガッコウ 山梨県

花咲徳栄高等学校 ハナサキトクハルコウトウガッコウ 埼玉県

鹿島学園高等学校 カシマガクエンコウトウガッコウ 茨城県

学校名 フリガナ 都県

日本体育大学柏高等学校 ニッポンタイイクダイガクカシワコウトウガッコウ 千葉県
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66kg級 第1位 佐藤 匡記 サトウ マサキ 帝京高等学校 東京都 1年

66kg級 第2位 鈴木 歩夢 スズキ アユム 埼玉栄高等学校 埼玉県 2年

66kg級 第3位 小林 大悟 コバヤシ サイゴ 農林高等学校 山梨県 2年

66kg級 第3位 畑 将太郎 ハタ ショウタロウ 自由ケ丘学園高等学校 東京都 2年

第5位 藤田 光星 フジタ コウセイ 鹿島学園高等学校 茨城県 2年

第5位 松井 滉季 マツイ コウキ 慶應義塾高等学校 神奈川県 2年

第5位 山倉 孝介 ヤマクラ コウスケ 日本体育大学柏高校 千葉県 1年

第5位 谷津 龍斗 ヤツ リュウト 館林高等学校 群馬県 2年

74kg級 第1位 山田 脩 ヤマダ シュウ 日本体育大学柏高校 千葉県 1年

74kg級 第2位 今村 大地 イマムラ ダイチ 自由ケ丘学園高等学校 東京都 2年

74kg級 第3位 阿部 光 アベ ヒカル 館林高等学校 群馬県 1年

74kg級 第3位 丸山 蒼生 マルヤマ アオイ 日本体育大学柏高校 千葉県 2年

第5位 高森 新世 タカモリ シンセイ 鹿島学園高等学校 茨城県 2年

第5位 釼持 誠 ケンモチ マコト 横浜清陵高等学校 神奈川県 2年

第5位 渡辺 慶二 ワタナベ ケイジ 鹿島学園高等学校 茨城県 1年

第5位 滝田 大輝 タキタ ダイキ 足利工業大学附属高等学校 栃木県 2年

84kg級 第1位 奥井 真吉 オクイ シンキチ 日本体育大学柏高校 千葉県 2年

84kg級 第2位 玉岡 颯斗 タマオカ ハヤト 館林高等学校 群馬県 1年

84kg級 第3位 村島 克哉 ムラシマ カツヤ 花咲徳栄高等学校 埼玉県 2年

84kg級 第3位 佐川 健 サガワ タケル 磯子工業高等学校 神奈川県 2年

第5位 市川 ｱﾝﾃﾞｨ イチカワ アンディ 足利工業大学附属高等学校 栃木県 1年

第5位 坂井 孝太朗 サカイ コウタロウ 花咲徳栄高等学校 埼玉県 1年

第5位 出戸 楓雅 デト フウガ 埼玉栄高等学校 埼玉県 1年

第5位 田中 太陽 タナカ タイヨウ 東京実業高等学校 東京都 2年

96kg級 第1位 白井 達也 シライ タツヤ 日本体育大学柏高校 千葉県 2年

96kg級 第2位 出頭 海 シュットウ カイ 鹿島学園高等学校 茨城県 1年

96kg級 第3位 伊藤 飛未来 イトウ ヒビキ 埼玉栄高等学校 埼玉県 2年

96kg級 第3位 髙野 鈴 タカノ リン 館林商工高等学校 群馬県 2年

第5位 小林 健信 コバヤシ ケンシン 韮崎工業高等学校 山梨県 1年

第5位 島田 京介 シマダ キョウスケ 日本工業大学駒場高等学校 東京都 2年

第5位 山口 貴也 ヤマグチ タカヤ 館林高等学校 群馬県 1年

第5位 叶 強 ヨウ ツヨシ 釜利谷高等学校 神奈川県 2年

120kg級 第1位 宮本 海渡 ミヤモト カイト 日本体育大学柏高校 千葉県 2年

120kg級 第2位 ラッサボン ソークサイ ラッサボン ソークサイ 磯子工業高等学校 神奈川県 2年

120kg級 第3位 持永 空弥 モチナガ クウヤ 日本体育大学柏高校 千葉県 1年

120kg級 第3位 瀧 一也 タキ カズヤ 霞ヶ浦高等学校 茨城県 2年

第5位 猪股 健佑 イノマタ ケンスケ 韮崎工業高等学校 山梨県 2年

第5位 鷲頭 海成 ワシズ カイセイ 足利工業高等学校 栃木県 1年

第5位 三橋 柚汰 ミツハシ ユタ 自由ケ丘学園高等学校 東京都 1年

第5位 輪湖 伊武稀 ワコ イブキ 富岡実業高等学校 群馬県 1年


