
2020 グレコローマン選手権大会個人成績表

階級 順位 氏名 所属

55 優勝 塩谷 優 拓殖大学

55 第2位 加藤 万豊 明治大学

55 第3位 荒木 瑞生 九州共立大学

55 第3位 岡本 景虎 専修大学

55 第5位 駒井 大輝 近畿大学

55 第5位 大倉 舜也 福岡大学

55 第7位 松本 健新 神奈川大学

55 第8位 榊原 凌我 国士館大学

60 優勝 清水 賢亮 拓殖大学

60 第2位 河名  真偉斗 専修大学

60 第3位 稲葉 海人 日本体育大学

60 第3位 佐々木 風雅 日本大学

60 第5位 神田 優人 中京学院大学

60 第5位 穴田 禅侍 法政大学

60 第7位 椎葉 桂己 中央大学

60 第8位 福田 悠李 大東文化大学

63 優勝 竹下 航生 拓殖大学

63 第2位 吉田 大夢 中京学院大学

63 第3位 小栁 勇斗 東洋大学

63 第3位 青柳 善の輔 山梨学院大学

63 第5位 藤本 龍舞 帝塚山大学

63 第5位 矢部 和希 日本体育大学

63 第7位 大場 哉音 中央大学

63 第8位 堤 孔一 青山学院大学

67 優勝 吉永  信太郎 専修大学

67 第2位 西谷 海音 山梨学院大学

67 第3位 石田 稔貴 中央大学

67 第3位 安楽 龍馬 早稲田大学

67 第5位 山本 真聖 青山学院大学

67 第5位 田口 学容 中京学院大学

67 第7位 曽我部 京太郎 日本体育大学

67 第8位 神原 諒 育英大学

72 優勝 日下 尚 日本体育大学

72 第2位 前田  明都 専修大学

72 第3位 北條 良真 神奈川大学

72 第3位 稲葉 洋人 青山学院大学

72 第5位 永松 麗 徳山大学

72 第5位 松居 俊伍 慶應義塾大学

72 第7位 今村 大地 日本大学

72 第8位 原田 真吾 育英大学
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77 優勝 下山田 周 日本体育大学

77 第2位 菅原 魁一 日本文理大学

77 第3位 山倉 孝介 早稲田大学

77 第3位 水口 竣介 拓殖大学

77 第5位 横山 凛太朗 山梨学院大学

77 第5位 渡辺 慶二 日本大学

77 第7位 山崎 然生 明治大学

77 第8位 宮田 大地 育英大学

82 優勝 山﨑 翔馬 九州共立大学

82 第2位 谷崎 大造 山梨学院大学

82 第3位 佐々木 雄大 明治大学

82 第3位 梅林 太朗 早稲田大学

82 第5位 加藤 光貴 立教大学

82 第5位 今村 太陽 福岡大学

82 第7位 青山 夢斗 徳山大学

82 第8位 藤田 力也 日本文理大学

87 優勝 山田 修太郎 山梨学院大学

87 第2位 神澤 翔 青山学院大学

87 第3位 吉村 海里 国士館大学

87 第3位 田中 真男 日本体育大学

87 第5位 窪田 大羅 中央大学

87 第5位 玉岡 颯斗 早稲田大学

87 第7位 今野  港斗 拓殖大学

87 第8位 川市 竜之介 徳山大学

97 優勝 大津 拓馬 山梨学院大学

97 第2位 横田 裕大 立教大学

97 第3位 山崎 祥平 早稲田大学

97 第3位 山中 彬 中央大学

97 第5位 山本 壮汰 拓殖大学

97 第5位 市原 元飛 大東文化大学

97 第7位 仲里 優力 日本体育大学

97 第8位 木村 海騎 専修大学

130 優勝 アルメンタイ バグダウレット 山梨学院大学

130 第2位 庄司 樹 専修大学

130 第3位 鈴木 翔真 拓殖大学

130 第3位 アビド ハルーン 日本体育大学

130 第5位 中塚 健太 日本文理大学

130 第5位 髙橋 三十郎 九州共立大学

130 第7位 重松 大智 大東文化大学

130 第8位 番地 啓太 国士館大学
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