
印市橋　敏之相原　隆

１位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 ５位

愛顔つなぐえひめ国体

スタイル別 入賞者一覧表

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

イトウ ユウ アラキ ダイキ

２.５点

アリノブ タイキ サキョウ コウスケ

５位

８点 ７点 ５.５点

５７kg級

フリガナ ハセガワ トシヒロ ヤマキタ ケイト タシロ タクミ モリタ ヤスヒロ

選　手　名 長谷川 敏裕 山北 渓人 田代 拓海 守田 泰弘 伊藤 優 荒木 大貴 有延 大輝 佐京 昴亮

都道府県名 東京都 三重県 佐賀県 和歌山県 長崎県 熊本県 福岡県 岩手県

細谷 廉太郎 鎌倉 海斗

イトウ ショウ ホソヤ レンタロウ

６１kg級

フリガナ オトグロ タクト マエダ ライム タカヤス ナオト シマエ ショウヤ

高知県 三重県

カマクラ カイト ナリクニ タイシ

選　手　名 乙黒 拓斗 前田 頼夢 髙安 直人 嶋江 翔也 伊藤 奨

セノ ハルキ コンノ コウタ

成國 大志

都道府県名 山梨県 福井県 千葉県 佐賀県 長崎県 山形県

６５kg級

フリガナ オトグロ ケイスケ キンジョウ キリュウ アベ ヒロタカ イトウ カズマ ナカタ ヨウ アリモト シンゴ

選　手　名 乙黒 圭祐 金城 希龍 阿部 宏隆 伊藤 和真 瀬野 春貴 紺野 孝太 中田 陽 有元 伸悟

都道府県名 山梨県 沖縄県 茨城県 京都府 愛知県 富山県 三重県 大阪府

７４kg級

フリガナ フジナミ ユウヒ キノシタ キリン ホサカ ケン ミワ ユウト

選　手　名 藤波 勇飛 木下 貴輪 保坂 健 三輪 優翔 中村 百次郎

佐賀県 福岡県 広島県 富山県

スエモト トシヤ タケザワ トキ

杉本 京介 末本 隼哉

ナカムラ モモジロウ スギモト キョウスケ

ヤマサキ ヤジュウロウ スズキ セイジ マツユキ タイセイ アサイ ツバサ

竹沢 登喜

都道府県名 三重県 鹿児島県 埼玉県 和歌山県

８６kg級

フリガナ モンマ ナオキ ムラヤマ タカヒロ

選　手　名 門間 順輝 村山 貴裕

都道府県名 秋田県 青森県

山﨑 弥十朗 鈴木 聖二 松雪 泰成

愛知県埼玉県 岐阜県 京都府 徳島県 兵庫県

フジヤマ トクマ フルイエ ケイ

浅井 翼 藤山 徳馬 古家 圭

９７kg級

フリガナ ソノダ タイラ ヤマモト コウキ

選　手　名 園田 平 山本 康稀

都道府県名 滋賀県 北海道

石黒 峻士 山中 良一

ヤマグチ タケシ イシグロ タカシ ヤマナカ リョウイチ トクヤマ トシノリ

徳島県 香川県

フジタ ユウスケ ヤマネ コウジ

山根 光司徳山 利範 藤田 祐輔

ヤスダ ショウ

東京都 愛知県 鳥取県

宮原 将裕

ミヤハラ マサヒロ タナカ アキヒト ミヤウチ ケンタ

１２５kg級

フリガナ ヤマモト タイキ カナザワ カツトシ

都道府県名

山口 剛

山本 泰輝 金澤 勝利 安田 翔

岐阜県

山梨県

宮内 健太田中 章仁

福岡県静岡県 岩手県

ニノミヤ ヒロト フジタ ユウヤ

岐阜県 岡山県

二ノ宮 寛斗 藤田 悠矢

福井県 千葉県

選　手　名


