
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

笑顔つなぐえひめ国体

スタイル別 入賞者一覧表

１位 ２位 ５位 ５位

８点 ７点

ヒラオ キヨハル クワヤマ ヒロキ

３位 ３位 ５位

２.５点

５位

イノグチ タカユキ コサカ ケンタ

５９kg級

フリガナ オオタ シノブ キタオカ ユウスケ スズキ アヤタ ヤマダ ヨシキ

選　手　名 太田 忍 北岡 佑介 鈴木 絢大 山田 義起 平尾 清晴 桑山 裕貴 井ノ口 崇之 小坂 健太

都道府県名 山口県 滋賀県 静岡県 沖縄県 神奈川県 岐阜県 京都府 北海道

松井 涼 堀後 雄太

ウエガキ ユウジ マツイ リョウ

６６kg級

フリガナ カワナ マスト カワセ カツヨシ ナカハシ リョウ サワダ ムウト

和歌山県 香川県

ホリゴ ユウタ フジシマ ユウタ

選　手　名 河名 真寿斗 川瀬 克祥 中橋 涼 澤田 夢有人 上垣 勇二

オオヤマ ミツナガ ホウジョウ リョウマ

藤島 雄太

都道府県名 福島県 岩手県 愛媛県 静岡県 奈良県 岐阜県

７１kg級

フリガナ イノウエ トモヒロ イズミ タケシ タカハシ ショウゴ ヤマモト タカヒロ ウイ ヤマト コンドウ ライタ

選　手　名 井上 智裕 泉 武志 髙橋 昭五 山本 貴裕 大山 允長 北條 良真 宇井 大和 近藤 頼太

都道府県名 神奈川県 愛媛県 東京都 山口県 北海道 岡山県 和歌山県 広島県

７５kg級

フリガナ ヤビク ショウヘイ マエタ ユウヤ キタムラ コウヘイ ウメノ タカヒロ

選　手　名 屋比久 翔平 前田 祐也 北村 公平 梅野 貴裕 林 雷

山梨県 愛知県 香川県 群馬県

チャエン カナメ フクダ ツバサ

葛谷 拳龍 茶圓 要

ハヤシ ライ クズヤ ケンリュウ

ニシヤマ シンゴ タカシマ ユウタ サカベ ソウ ヒラサイ ヨシアキ

福田 翼

都道府県名 沖縄県 鳥取県 京都府 愛媛県

８５kg級

フリガナ スミ マサト オカ タイチ

選　手　名 角 雅人 岡 太一

都道府県名 佐賀県 鳥取県

西山 慎吾 高島 優太 阪部 創

和歌山県静岡県 山形県 熊本県 鹿児島県 福井県

カワバタ コウメイ ノザキ リュウヤ

平才 巧晃 川畑 孔明 野﨑 竜陽

９８kg級

フリガナ キノシタ スグル シキヤ マサアキ

選　手　名 木下 駿 志喜屋 正明

都道府県名 富山県 沖縄県

櫻庭 正義 有薗 拓真

ナカムラ リュウタ サクラバ マサヨシ アリゾノ タクマ マツモト ナオキ

広島県 福岡県

コバヤシ タクマ アマノ マサユキ

天野 雅之松本 直毅 小林 拓真

コウノ リュウタ

秋田県 兵庫県 神奈川県

谷田 昇大

タニダ マサヒロ カイヅカ サトシ ナカムラ アツシ

１３０kg級

フリガナ ツダ ヒロタケ ソノダ アラタ

都道府県名

中村 隆太

津田 大健 園田 新 河野 隆太

宮崎県

奈良県

中村 淳志貝塚 賢史

茨城県愛媛県 滋賀県

ミヤグニ ユウタ タカザワ ジュンスケ

沖縄県 石川県

宮國 雄太 髙澤 淳介

三重県 和歌山県

選　手　名


