
組合せ（男子ジュニアの部 フリースタイル）

66 kg級
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河部 直樹(熊本県：玉名工業高校)

中村 優太(専修大学)

田邉 雄史(同志社大学)

59

尾形 颯(埼玉県：埼玉栄高校) 52

55

中村 剛士(埼玉県：花咲徳栄高校)

58

28 小寺 勝也(帝塚山大学) 川原 悠誠(日本大学) 57

27

53

伊藤 駿(早稲田大学)

56

29

坂本 侑之(拓殖大学)

26 葛西 飛駿(国士舘大学) 日俣 朝登(桃山学院大学)

25 藤崎 みづき(東海大学)

22

鶴田 大河(国士舘大学)

福永 翔(大東文化大学) 51

23 二尾 優真(大東文化大学)

54

24 橋本 弘史(日本文理大学) 浴口 良太(国士舘大学)

21 出口 航平(鈴鹿大学) 上野 千紘(青森県：八戸学院光星高校) 50

20 竹本 壮志(関西大学) 青木 莞太(帝塚山大学) 49

19 近藤 龍海(日本体育大学) 矢野口 力(大東文化大学) 48

18 玉岡 拓海(福岡大学) 光岡 秀朗(九州共立大学) 47

17 市原 巧貴(香川県：香川中央高校) 荒尾 亮太(専修大学) 46

44

16

米澤 圭(早稲田大学)

竹沢 登喜(富山県：高岡向陵高校) 45

15 島袋 慶生(日本体育大学)

梶村 忠康(帝塚山大学) 42

安江 巧(立命館大学)

14 戸谷 豪志(帝塚山大学) 木村 優太(専修大学)

12 澤田 勇希(中京学院大学)

曽根川 侑(中央大学)

41

43

13 大橋 武士(中央大学)

11 高橋 啓太(神奈川大学) 齋藤 慶明(東洋大学) 40

10 加藤 鷹希(中京学院大学) 小出 大輔(明治大学) 39

9 上村 兼三(日本大学) 村上 悠仁(国士舘大学) 38

8 光永 賢弘(同志社大学) 坂本 凌(日本体育大学) 37

7 小林 克也(国士舘大学) 舘山 翔(法政大学) 36

6 井筒 諒(日本体育大学) 南 義将(徳山大学) 35

34

32

4 大川 慧輔(関西大学) 川瀬 祥史(東洋大学) 33

3 福田 東記(国士舘大学) 笠川 良太(拓殖大学)

5 清水 徹(日本大学) 赤荻 蘭丸(山形県：米沢工業高校)

1

藤波 勇飛(山梨学院大学)

初見 智徳(山梨学院大学) 30

2 出口 真彦(桃山学院大学) 原口 央(国士舘大学) 31


