
記録（男子カデットの部 フリースタイル）

63 kg級

判定（7-0）

判定（2-0）

TF2：41（0-10） キ

F 1:03 (11-0) 判定 (3-2)

TF1：40（0-10） 判定（5-0）

TF 3:11 (10-0) 判定 (3-2)

TF2：49（0-10） 判定（0-5）

TF 1:42 (0-10) 判定 (2-8)

キ 判定（2-4）

F 0:54 (10-0) 判定(9-0) 判定 (C7-7)

TF1：42（10-0） キ

TF 1:17 (0-10) TF 1:17 (0-11)

TF4：00（4-14） TF1：43（10-0）

判定（2-7) 判定 (2-1)

TF1：10（0-10） TF0：28（10-0）

TF 3:30 (10-0) 判定 (1-2)

TF2：47（0-11） 判定（0-6）

判定（7-4） 判定（0-7）

69 kg級

　　TF1：02（10-0） TF0：25（10-0）

キ 判定（13-4）

TF0：49（10-０） F3：09（9-0）

　　TF3：06（0-10） TF0：59（0-10）

F3：11（11-0） 負傷1：05（6-0）

キ TF1：05（11-0）

TF3：22（10-0）

TF2：53（1-12）

　　TF2：41（12-2） TF1：45（13-2）

TF1：07（10-0）

判定（10-1） F3：30（5-0） 判定（0-6）

　　F1：49（4-2）

TF1：12（0-11） TF3：29(2-12)

判定（2-4） F3：22（0-10）

判定（1-8） F1：15（6-4）

F0：48（2-4） TF2：26（0-10）

キ F1：51（1-12）

TF0：30（0-10） ＦＴ2：40（0-10）

判定（4-11） TF1：08（0-10）

判定（2-4） 判定（3-9）

1 逆井 琉偉(埼玉県：花咲徳栄高校) 原口 伸(鹿児島県：樟南高校) 19

2 伊藤 郁弥(宮城県：仙台育英学園高校) 渡辺 悠介(茨城県：鹿島学園高校) 20

4 大森 迅悟(神奈川県：高等工科学校) 辻 開成(和歌山県：和歌山北高校) 22

3 伊藤 朱里(京都府：網野高校) 古野 空(福岡県：築上西高校) 21

5 谷口 智紀(和歌山県：和歌山レスリングクラブ)

佐野川 要(和歌山県：和歌山東高校)

23

6 寺坂 峻(岡山県：おかやま山陽高校)

加茂 拓人(神奈川県：釜利谷高校)

鈴木 優輔(福島県：磐城高校) 24

望月 玲緒(静岡県：焼津水産高校)

7

吉村 広大(神奈川県：横浜修悠館高校)

今村 有希(兵庫県：伊丹高校) 25

8

9

中野 茂(山形県：山形商業高校)

田沼 陣(青森県：八戸学院光星高校)

濱﨑 健(愛知県：稲沢東高校)

平井 大義(大阪府：同志社香里高校)

逸見 惇(香川県：高松北高校)

武元 優樹(京都府：京都八幡高校)

鏡 隼翔(鹿児島県：鹿屋中央高校)

中本 信介(三重県：伊勢工業高校)

14 木村 将也(大分県：日本文理大学附属高校) 32

13 砂原 零央(千葉県：野田中央高校)

佐藤 佑之介(静岡県：飛龍高校) 30

31

10

12

宮川 哲也(香川県：高松北高校)

平野 柊太(青森県：八戸工業大学第一高校)

27

平川 陸(岡山県：おかやま山陽高校) 28

11 29

26

17 杉田 周平(栃木県：足利工業大学附属高校)

有賀 子竜(岐阜県：中津商業高校)

35

16

小松﨑 脩司(群馬県：太田市立太田高校)

34

15 鈴木 勇斗(秋田県：秋田商業高校) 33

1 梅林 太朗(東京都：JWA/帝京高校) 横山 凜太朗(三重県：いなべ総合学園高校) 20

18 新谷 修啓(岡山県：関西高校) 三木 雄平(岐阜県：斐太高校) 36

3 吉岡 佑士郎(神奈川県：慶應義塾高校) 鈴村 太一(愛知県：一宮工業高校) 22

2 勝浦 胤芙熙(岡山県：おかやま山陽高校) 功刀 卓臣(山梨県：農林高校) 21

5 米澤 凌(秋田県：秋田商業高校) 奥井 真吉(茨城県：霞ヶ浦アンジュ) 24

4 佐藤 駿薫(山形県：山形商業高校) 小関 雄大(山形県：山形商業高校) 23

7 東 陽洋(神奈川県：慶應義塾高校) 大村 航平(岩手県：種市高校) 26

6 菅原 敏(熊本県：玉名工業高校) 掛川 修平(鹿児島県：鹿屋中央高校) 25

8 佐々木 延彦(秋田県：秋田商業高校)

藤田 力也(大阪府：興國高校)

27

宇都宮 奨平(大阪府：興國高校)

9 田岡 智樹(徳島県：穴吹高校) 江刺家 祐斗(北海道：札幌東豊高校)

29

11 木下 雅也(福井県：敦賀気比高校) 松宮 大輝(福井県：若狭高校)

28

30

10 七尾 龍人(青森県：八戸学院光星高校)

12 阿部 涼太(岩手県：宮古商業高校) 石橋 智啓(長崎県：島原高校) 31

14 丸目 哲郎(愛知県：星城高校) 喜多 佳佑(石川県：金沢北陵高校) 33

13 大濵 裕騎(大分県：日本文理大学附属高校) 二上 英久(千葉県：八千代松陰高校) 32

西 海静(大分県：日本文理大学附属高校) 35

15 山本 虎士郎(神奈川県：磯子工業高校) 小野田 昂大(島根県：隠岐島前高校) 34

18 伊藤 勇太(青森県：青森東高校) 坂野 秀尭(鹿児島県：鹿屋中央高校) 37

17

神谷 龍一(神奈川県：横浜修悠館高校)

松田 壮大(熊本県：小川工業高校) 36

16 関 友幸(千葉県：京葉工業高校)

19 井筒 勇人(千葉県：柏日体高校) 三輪 優翔(和歌山県：和歌山北高校) 38


