
成年男子　グレコローマンスタイル

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

セキグチ ダイキ キタムラ ユウマ

３位 ３位 ５位

２.５点

５位

ナシキ ハルカ ヤスナカ トモ

５９kg級

フリガナ フミタ ケンイチロウ モリ セイジ タケシタ ユウキ イノウエ マサヒロ

選　手　名 文田 健一郎 森 誠司 竹下 雄貴 井上 征洋 関口 大輝 北村 侑磨 梨木 悠 安中 友茂

都道府県名 山梨県 高知県 山口県 兵庫県 新潟県 熊本県 福井県 石川県

倉本 一真 石川 晶悟

タカハシ ショウゴ クラモト カズマ

６６kg級

フリガナ イズミ タケシ カワセ カツヨシ オオタ シノブ カゲヤマ マサヒロ

岡山県 熊本県

イシカワ ショウゴ キド ヨシタカ

選　手　名 泉 武志 川瀬 克祥 太田 忍 影山 大洋 高橋 昭五

フジワラ コウヘイ テラダ セイヤ

城戸 義貴

都道府県名 愛媛県 三重県 山口県 福岡県 兵庫県 滋賀県

７１kg級

フリガナ ユダ ケイタ トミヅカ タクヤ ウメノ タカヒロ ナルセ カズヒコ ムラカミ ショウ フクハラ ショウタ

選　手　名 湯田 敬太 富塚 拓也 梅野 貴裕 成瀬 一彦 藤原 亘平 寺田 靖也 村上 翔 福原 将太

都道府県名 香川県 群馬県 愛媛県 岐阜県 岩手県 千葉県 東京都 徳島県

７５kg級

フリガナ ヤビク ショウヘイ ウノ ヒサミチ サカベ ソウ クラヤ シュウヘイ

選　手　名 屋比久 翔平 宇野 寿倫 阪部 創 倉谷 修平 稲田 貴

長崎県 長野県 香川県 滋賀県

ナガイ リョウタ シミズ ヒロユキ

小林 隆介 永井 凌太

イナダ タカシ コバヤシ リュウスケ

アマノ マサユキ マエタ ユウヤ ワタナベ ヒロアキ ニシヤマ シンゴ

清水 博之

都道府県名 沖縄県 岡山県 和歌山県 山梨県

８５kg級

フリガナ ツルマキ ツカサ スミ マサト

選　手　名 鶴巻 宰 角 雅人

都道府県名 山形県 佐賀県

天野 雅之 前田 祐也 渡部 広章

福島県福岡県 鳥取県 静岡県 千葉県 長野県

オサ トモヒロ シオカワ カンタ

西山 慎吾 長 知宏 塩川 貫太

９８kg級

フリガナ オオサカ アキラ ナラ ユウタ

選　手　名 大坂 昂 奈良 勇太

都道府県名 秋田県 埼玉県

有薗 拓真 米平 安寛

キノシタ スグル アリゾノ タクマ ヨネヒラ ヤスヒロ ツノダ ユウキ

和歌山県 沖縄県

マツナガ タカシ シキヤ マサアキ

志喜屋 正明角田 友紀 松永 隆司

ヤマグチ ナオト

兵庫県 宮崎県 福島県

前川 勝利

マエカワ ショウリ ソガベ ケン ヒサカ ツヨキ

１３０kg級

フリガナ ソノダ アラタ タニダ マサヒロ

都道府県名

木下 駿

園田 新 谷田 昇大 山口 直人

富山県

山口県

日坂 侃生曽我部 健

徳島県滋賀県 和歌山県

ナカムラ アツシ コウノ リュウタ

奈良県 三重県

中村 淳志 河野 隆太

愛媛県 茨城県

選　手　名


