
茨城県 沖縄県

小石原 拓馬 砂川 航祐 宮城 辰司

都道府県名 山口県 東京都 山梨県 青森県 福岡県 京都府

イケマツ カズヒコ コイシハラ タクマ スナカワ　コウスケ ミヤギ タツシ

選　手　名 小島 豪臣 藤本 浩平 後藤 翼 金渕 清文 池松 和彦６６kg級

フリガナ コジマ タカフミ フジモト コウヘイ ゴトウ ツバサ カナブチ マヨフミ

金城 希龍

都道府県名 愛知県 静岡県 茨城県 東京都 広島県 三重県 宮城県 沖縄県

ハシウラ ススム キンジョウ キリュウ

選　手　名 前田 翔吾 森下 大地 高塚 紀行 菊地 憲 鈴木 崇嗣 石田 智嗣 橋浦 晋

埼玉県 京都府

６０kg級

フリガナ マエダ ショウゴ モリシタ ダイチ タカツカ ノリユキ キクチ ケン スズキ タカシ イシダ トモツグ

大町 雄大 冨田 和秀 半田 守

都道府県名 山口県 長野県 福岡県 茨城県 熊本県 宮城県

タニグチ トオル オオマチ ユウタ トミタ カズヒデ ハンダ マモル

選　手　名 守田 泰弘 富岡 直希 入江 真司 森下 史崇 谷口 徹５５kg級

フリガナ モリタ ヤスヒロ トミオカ ナオキ イリエ シンジ モリシタ フミタカ

５.５点 ２.５点

３位 ３位 ５位 ５位
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スタイル別 入賞者一覧表

優勝 準優勝 ５位 ５位

８点 ７点

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 印古里　光弘相原　隆

イワミヤ アキヒコ

宮城県 愛媛県

相澤 優人 岩宮 亜貴彦

アイザワ ユウト

新潟県千葉県

選　手　名 荒木田 進謙 下中 隆広 岡 倫之

埼玉県 岡山県

サクライ ノリヒロ

桜井 紀宏

オカ ノリユキ タカバヤシ ツトム

増田 拓也

マスダ タクヤ

髙林 努

香川県

イトウ ユウスケ

１２０kg級

フリガナ アラキダ ノブヨシ シモナカ タカヒロ

都道府県名 青森県 岐阜県

奈良県 福岡県

スズキ ユウキ

福井 裕士 赤熊 猶弥 鈴木 友希

山梨県

アカグマ ナオヤ

北村 公平

ヤマモト サトル

愛知県

松本 岬 鈴木 聖二

岐阜県

９６kg級

フリガナ イソカワ タカオ ヤマグチ タケシ

選　手　名

都道府県名 山口県 岐阜県

磯川 孝生 山口 剛

長野県

群馬県

京都府 長崎県

キノシタ スグル

山本 悟 木下 駿

富山県

フクイ ユウジ

伊藤 雄介

キタムラ コウヘイ マツモト ミサキ スズキ セイジ コバヤシ ケイタ

三重県

アオキ タイジ オクダ ケイスケ

小林 奎太 青木 太志 奥田 啓介８４kg級

フリガナ モンマ ナオキ マツモト アツシ

選　手　名 門間 順輝

都道府県名 秋田県 群馬県

松本 篤史

山中 良一

都道府県名 京都府 青森県 富山県 岐阜県 鳥取県 宮崎県 岡山県 愛知県

ヨコヤマ フトシ ヤマナカ リョウイチ

選　手　名 高谷 惣亮 葈沢 謙 吉崎 将大 鎌田 学 濵田 浩見 江藤 公洋 横山 太７４kg級

フリガナ タカタニ ソウスケ カラムシザワ ケン ヨシザキ ショウタ カマタ マナブ ハマダ コウケン エトウ キミヒロ


