
１位 ２位 ７位 ８位

高　橋　侑　希 山　口　海　輝 荒　木　大　貴 小　栁　和　也 清　岡　幸大郎 長谷川　敏　裕 田　代　拓　海 新　井　陸　人

ALSOK 日本体育大学 専修大学 自衛隊体育学校 高知南高等学校 日本体育大学 福岡大学 日本体育大学

藤　田　雄　大 有　元　伸　悟 永　田　丈　治 中　田　　　陽 中　村　勇　士 吉　村　拓　海 中　野　晶　太 菊　地　　　憲

青山学院大学 近畿大学職員 国士舘大学 三重県朝明高等学校教員 隠岐島前高等学校 早稲田大学 高知東高等学校教員 ＡＬＳＯＫ秋田

乙　黒　拓　斗 高　谷　大　地 中　村　倫　也 清　水　洸　希 樋　口　　　黎 川　野　陽　介 安　楽　龍　馬 寺　田　光　輝

山梨学院大学 自衛隊体育学校 博報堂DYスポーツ 拓殖大学 日本体育大学助手 自衛隊体育学校 早稲田大学 福岡大学助手

志　賀　晃次郎 瀬　野　春　貴 乙　黒　圭　祐 原　口　　　伸 坂　野　秀　尭 米　澤　　　凌 木　村　優　太 諏訪間　新之亮

拓殖大学 日本体育大学 山梨学院大学 国士舘大学 日本大学 早稲田大学 専修大学 鳥栖工業高等学校

藤　波　勇　飛 保　坂　　　健 奥　井　眞　生 三　輪　優　翔 吉　田　隆　起 水　野　真　斗 梅　林　太　朗 中　村　百次郎

山梨学院大学 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 日本体育大学 拓殖大学 ＡＡＣＣ 早稲田大学 佐賀県レスリング協会

阿　部　侑　太 井　筒　勇　人 川　畑　孔　明 髙　橋　夢　大 栗　原　大　知 加　藤　一　人 坪　井　達　紀 加賀谷　庸一朗

日本体育大学 拓殖大学 東洋大学 京都府網野高等学校 国士舘大学 日本文理大学 ワセダクラブ 和歌山県教育庁

高　谷　惣　亮 白　井　勝　太 石　黒　隼　士 松　坂　誠　應 松　雪　泰　成 白　井　達　也 八　木　海　里 浅　井　　　翼

ALSOK 日本大学　大学院 日本大学 自衛隊体育学校 専修大学 日本体育大学柏高等学校 中央大学 茨城県競技力向上対策本部

松　本　篤　史 山　中　良　一 吉　田　ケイワン 大　津　拓　馬 柴　田　一　磨 竹　内　亮　亘 執　行　優　大 山　根　光　司

警視庁第六機動隊 名古屋工業高等学校教員 日本大学 山梨学院大学 大東文化大学 ALSOK 福岡大学 中央大学

赤　熊　猶　弥 山　口　　　剛 福　井　裕　士 山　本　康　稀 吉　川　裕　介 石　黒　峻　士 藤　田　祐　輔 園　田　　　平

自衛隊体育学校 ブシロード 自衛隊体育学校 日大クラブ 自衛隊体育学校 日本大学 日亜化学工業 自衛隊体育学校

荒木田　進　謙 金　澤　勝　利 田　中　哲　矢 赤　城　玲　央 山　本　泰　丈 樋　口　卓　弥 森　　　右　秀 山　本　泰　輝

athletic camp LION 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 中央大学 日本大学 ワールド・プランニング 中京学院大学 拓殖大学
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平成３０年度 全日本レスリング選手権大会
フリースタイル



１位 ２位 ７位 ８位

片　桐　大　夢 松　井　　　謙 小　川　翔　太 齋　藤　僚　太 稲　葉　海　人 小　坂　健　太 塩　谷　　　優 小　野　弘　運

拓殖大学 中京学院大附属中京高等学校 日本体育大学 法政大学 日本体育大学 国士舘クラブ 自由ヶ丘学園高等学校 徳山大学

文　田　健一郎 太　田　　　忍 矢　部　和　希 曽我部　京太郎 清　水　賢　亮 河　口　　　清 藤　波　諒太郎 菅　原　幹　太

ミキハウス ALSOK 日本体育大学 今治西高等学校 拓殖大学 九州共立大学 専修大学 東洋大学

遠　藤　功　章 山　田　義　起 小　柴　亮　太 吉　永　信太郎 善　積　築　久 徳比嘉　一　仁 吉　川　航　平 島　谷　東　志

日本体育大学 日本体育大学 日本体育大学 専修大学 徳山大学 日本体育大学 秋田商業高等学校教員 大東文化大学

髙　橋　昭　五 下山田　　　培 山　本　貴　裕 河　名　真寿斗 北　岡　佑　介 上　垣　勇　二 松　井　　　涼 勝　野　亮　希

警視庁第六機動隊 警視庁第六機動隊 日本体育大学大学院 クリナップ 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 バイテックホールディングス 神奈川大学

井　上　智　裕 富　塚　拓　也 日　下　　　尚 近　藤　雅　貴 大　賀　　　遥 北　條　良　真 島　袋　慶　生 阿　部　結　太

ＦＵＪＩＯＨ 育英大学 香川県高松北高等学校 警視庁第六機動隊 神奈川大学 神奈川大学 日本体育大学 青山学院大学

小　路　直　頌 櫻　庭　功　大 屋比久　翔　平 前　田　祐　也 下山田　　　周 小　室　裕　大 林　　　　　雷 花　山　和　寛

自衛隊体育学校 拓殖大学 ALSOK 鳥取中央育英高等学校職員 日本体育大学 自衛隊体育学校 日本体育大学 自衛隊体育学校

岡　嶋　勇　也 川　村　洋　史 北　村　公　平 向　井　識　起 小　林　康　介 藤　井　達　哉 松　﨑　勇　人 勅使川原　延明

警視庁第六機動隊 自衛隊体育学校 京都クラブ 自衛隊体育学校 神奈川大学 青山学院大学 日本体育大学 日本体育大学

角　　　雅　人 鶴　田　峻　大 塩　川　貫　太 岡　　　太　一 坂　野　修　平 奈須川　良　太 堤　　　卓　哉 岩　田　直　之

自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 クリナップ 自衛隊体育学校 TSSプロダクション 神奈川大学 中央大学 大東文化大学

奈　良　勇　太 志喜屋　正　明 仲　里　優　力 山　下　拓　也 天　野　雅　之 石　井　良　祐 出　口　滋　文 宮　本　海　渡

警視庁第六機動隊 自衛隊体育学校 日本体育大学 拓殖大学 中央大学職員 専修大学 日本体育大学 日本体育大学柏高等学校

園　田　　　新 河　野　隆　太 鈴　木　翔　真 番　地　啓　太 菅　野　雅　之 貝　塚　賢　史 庄　司　　　樹 日　坂　侃　生

ALSOK あづまフーズ 拓殖大学 国士舘大学 日本体育大学 茨城県競技力向上対策本部 専修大学 山口産業
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１位 ２位

入　江　ゆ　き 加賀田　葵　夏 登　坂　絵　莉 五十嵐　未　帆

自衛隊体育学校 青山学院大学 東新住建 至学館大学

向　田　真　優 入　江　ななみ 矢　後　佑　華 今　井　佑　海

至学館大学 福井県スポーツ協会 警視庁第六機動隊 京都海洋高等学校

谷　山　菜　緒 五十嵐　彩　季 永　本　聖　奈 東　川　加　奈

法政大学 至学館大学 至学館高等学校 至学館大学

伊　調　　　馨 川　井　梨紗子 花　井　瑛　絵 澤　　　葉菜子

ALSOK ジャパンビバレッジ 至学館大学 至学館大学

稲　垣　柚　香 入　江　く　み 岩　澤　希　羽 田南部　夢　叶

至学館高等学校 九州共立大学 至学館大学 日本体育大学

川　井　友香子 熊　野　ゆづる 今　井　海　優 伊　藤　友莉香

至学館大学 日本大学 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校

類　家　直　美 榎　本　美　鈴 河　内　美　樹 河　内　沙　樹

至学館高等学校 環太平洋大学 日本体育大学 日本体育大学

土　性　沙　羅 渡　利　璃　穏 関　　　千　晶 福　島　宇　美

東新住建 アイシン・エィ・ダブリュ 警視庁第六機動隊 明治大学

鏡　　　優　翔 松　雪　成　葉 進　藤　芽　伊 早　川　ま　い

JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京高等学校 至学館大学 日本体育大学 至学館大学

皆　川　博　恵 松　雪　泰　葉 古　市　雅　子 齋　藤　未　来

クリナップ 至学館大学 日本大学 日本文理大学
※　斜字体は「４位」
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