
小野 正之助 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県

学校対抗戦

優勝 佐賀県 愛媛県

準優勝 千葉県 秋田県

埼玉県 京都府

鹿児島県 静岡県

男子個人対抗戦 五十嵐 文彌 埼玉栄高等学校 埼玉県

優勝 松村 祥太郎 日本体育大学柏高等学校 千葉県 優勝 西内 悠人 高知県立高知南高等学校 高知県

準優勝 勝目 大翔 飛龍高等学校 静岡県 準優勝 尾西 大河 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県

坂本 輪 自由ヶ丘学園高等学校 東京都 鳥目 裕太 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 鳥取県

小川 大輝 八戸工業大学第一高等学校 青森県 小澤 楽翔 山梨県立甲府城西高等学校 山梨県

中村 真翔 山梨県立韮崎工業高等学校 山梨県 葛城 壱星 和歌山県立和歌山北高等学校 和歌山県

加藤 敦史 群馬県立館林高等学校 群馬県 五木田 琉 自由ヶ丘学園高等学校 東京都

請川 胡大良 和歌山県立和歌山北高等学校 和歌山県 石津 慶斗 鹿島学園高等学校 茨城県

伊藤 洋行 秋田市立秋田商業高等学校 秋田県 堤 啓伍 岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県

優勝 小野 正之助 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県 優勝 髙橋 海大 帝京高等学校 東京都

準優勝 五味 虹登 山梨県立甲府城西高等学校 山梨県 準優勝 細川 周 京都府立丹後緑風高等学校 京都府

米田 祐太郎 徳島県立つるぎ高等学校 徳島県 保坂 典樹 秋田市立秋田商業高等学校 秋田県

赤嶺 明柳 沖縄県立南風原高等学校 沖縄県 金子 晴翔 霞ヶ浦高等学校 茨城県

冨山 悠真 霞ヶ浦高等学校 茨城県 宇藤 憲峰 鹿屋中央高等学校 鹿児島県

上村 律心 高知県立高知南高等学校 高知県 安藤 慎悟 興國高等学校 大阪府

髙塚 恒輝 和歌山県立新宮高等学校 和歌山県 藤澤 汰陽 福岡県立小倉商業高等学校 福岡県

及川 丈尊 新潟県立八海高等学校 新潟県 山下 凌弥 日本体育大学柏高等学校 千葉県

優勝 山口 叶太 自由ヶ丘学園高等学校 東京都 優勝 五十嵐 文彌 埼玉栄高等学校 埼玉県

準優勝 山路 太心 和歌山県立和歌山北高等学校 和歌山県 準優勝 山路 健心 和歌山県立和歌山北高等学校 和歌山県

林 拳進 埼玉栄高等学校 埼玉県 高原 崇陽 高山西高等学校 岐阜県

加成 京介 秋田市立秋田商業高等学校 秋田県 城所 拓馬 太田市立太田高等学校 群馬県

野田 玄 徳島県立池田高等学校 徳島県 掛川 零恩 山口県立豊浦高等学校 山口県

友寄 汰志 沖縄県立北部農林高等学校 沖縄県 佐々木 敬伍 福岡県立小倉商業高等学校 福岡県

加藤 佑規 栃木県立宇都宮商業高等学校 栃木県 千田 淳貴 岩手県立盛岡工業高等学校 岩手県

工藤 大知 鹿屋中央高等学校 鹿児島県 飯塚 康太 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県

優勝 吉田 アラシ 花咲徳栄高等学校 埼玉県 優勝 BATBAYAR NAMBARDAGVA 日本体育大学柏高等学校 千葉県

準優勝 濱田 豊喜 日本工業大学駒場高等学校 東京都 準優勝 藤田 龍星 花咲徳栄高等学校 埼玉県

佐々木 優太 ノースアジア大学明桜高等学校 秋田県 永野 颯大 八戸工業大学第一高等学校 青森県

丸山 政陽 静岡県立沼津城北高等学校 静岡県 竹田 廉 熊本県立小川工業高等学校 熊本県

甫木 元起 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県 石場 寿男 三重県立朝明高等学校 三重県

三井 正信 上田西高等学校 長野県 岩澤 歩 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県

磯江 大成 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 鳥取県 串野 克哉 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山県

大浦 響 山形市立商業高等学校 山形県 山本 無量 星稜高等学校 石川県

最優秀選手

佐賀県立鳥栖工業高等学校

日本体育大学柏高等学校

埼玉栄高等学校

鹿屋中央高等学校

愛媛県立八幡浜工業高等学校

秋田市立秋田商業高等学校

京都府立網野・丹後緑風高等学校

飛龍高等学校

最優秀選手

第３位

第５位

第３位

令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会
三笠宮賜牌第６８回全国高等学校レスリング選手権大会成績表

６０ｋｇ級

７１ｋｇ級

９２ｋｇ級

第５位

５５ｋｇ級

第３位

第５位

第５位

６５ｋｇ級

第３位

第５位

８０ｋｇ級

第３位

第５位

１２５ｋｇ級

第３位

第５位

第３位

５１ｋｇ級

第３位

第５位

第３位

第５位



藤波 朱理 三重県立いなべ総合学園高等学校 三重県

優勝 大井 寿々 日本体育大学桜華高等学校 東京都 優勝 森川 晴凪 至学館高等学校 愛知県

準優勝 眞柄 美和 至学館高等学校 愛知県 準優勝 岡田 愛生 石川県立志賀高等学校 石川県

太田 真蓉 埼玉栄高等学校 埼玉県 竹内 美保子 日本大学藤沢高等学校 神奈川県

弓矢 紗希 三重県立いなべ総合学園高等学校 三重県 原田 渚 芦屋学園高等学校 兵庫県

小幡 未羽 芦屋学園高等学校 兵庫県 坂本 由宇 帝京高等学校 東京都

河野 愛琳 宮崎県立都城西高等学校 宮崎県 上岡 三桜 奈良県立大和広陵高等学校 奈良県

荒井 光月 日本大学藤沢高等学校 神奈川県 安田 あくる 安部学院高等学校 東京都

前田 翠水 安部学院高等学校 東京都 武田 愛 秋田県立五城目高等学校 秋田県

優勝 藤波 朱理 三重県立いなべ総合学園高等学校 三重県 優勝 山口 夏月 至学館高等学校 愛知県

準優勝 尾西 桜 埼玉栄高等学校 埼玉県 準優勝 淺野 稔理 慶應義塾女子高等学校 東京都

中川 夏希 和歌山県立新宮高等学校 和歌山県 柴田 あおい 三重県立いなべ総合学園高等学校 三重県

坂根 海琉子 京都府立丹後緑風高等学校 京都府 新井 一花 至学館高等学校 愛知県

姫野 笑琉 至学館高等学校 愛知県 水澗 琉奈 石川県立志賀高等学校 石川県

木村 彩夏 日本体育大学柏高等学校 千葉県 山内 花音 堺リベラル高等学校 大阪府

若野 彩巴 敦賀気比高等学校 福井県 鈴木 愛彩 八戸学院野辺地西高等学校 青森県

本多 香里菜 安部学院高等学校 東京都 太田 早也香 埼玉栄高等学校 埼玉県

優勝 佐々木 すず 安部学院高等学校 東京都 優勝 北出 桃子 至学館高等学校 愛知県

準優勝 ビャンバスレン フウラン 至学館高等学校 愛知県 準優勝 星野 レイ 日本体育大学桜華高等学校 東京都

鈴木 未結 日本体育大学荏原高等学校 東京都 岡﨑 花梨 愛媛県立八幡浜工業高等学校 愛媛県

丸 未永海 至学館高等学校 愛知県 万木 蓮花 堺リベラル高等学校 大阪府

池畑 菜々 芦屋学園高等学校 兵庫県 藤倉 優花 安部学院高等学校 東京都

長谷川 姫花 堺リベラル高等学校 大阪府 佐藤 杏樹 秋田市立秋田商業高等学校 秋田県

増田 満里奈 静岡県立沼津城北高等学校 静岡県 持永 聖愛 堺リベラル高等学校 大阪府

竹中 花音 敦賀気比高等学校 福井県 山田 亜優香 安部学院高等学校 東京都

優勝 茂呂 綾乃 安部学院高等学校 東京都

準優勝 菅野 藍衣 帝京高等学校 東京都

中村 旭 日本体育大学桜華高等学校 東京都

駒田 真琴 静岡県立沼津城北高等学校 静岡県

佐々木 澄玲 秋田市立秋田商業高等学校 秋田県

髙巢 菜々葉 堺リベラル高等学校 大阪府

古市 梨桜 三重県立朝明高等学校 三重県

谷 若菜 徳島県立池田高等学校 徳島県

女子個人対抗戦 最優秀選手

第５位

第５位 第５位

７４ｋｇ級

第３位

第５位 第５位

６２ｋｇ級 ６８ｋｇ級

第３位 第３位

第５位 第５位

５３ｋｇ級 ５７ｋｇ級

第３位 第３位

令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会
三笠宮賜牌第６８回全国高等学校レスリング選手権大会成績表

４７ｋｇ級 ５０ｋｇ級

第３位 第３位


