
スタイル別入賞者一覧

１位 ２位 ３位 ４位

長谷川 敏裕 竹下 雄登 阿部 敏弥 新井 陸人

三恵海運㈱ 日本体育大学 国士舘大学　職員 自衛隊体育学校

榊 流斗 樋口 黎 小川 航大 清岡 幸大郎

山梨学院大学 ミキハウス 日本体育大学 日本体育大学

山口 海輝 安楽 龍馬 上野 裕次郎 徳力 貫太

日本体育大学 早稲田大学 栃木県スポーツ協会 専修大学

成國 大志 高田 煕 計良 涼介 米澤 凌

㈱ゴールドキッズ 日本体育大学 早稲田大学 早稲田大学

高谷 大地 木下 貴輪 佐藤 匡記 基山 仁太郎

自衛隊体育学校 クリナップ㈱ 山梨学院大学 日本体育大学

髙橋 夢大 山倉 孝介 村山 貴裕 丸目 哲郎

日本体育大学 早稲田大学 自衛隊体育学校 専修大学

白井 勝太 松雪 泰成 山﨑 弥十朗 奥井 眞生

HAKOBEE SPORTS ㈱レスターホールディングス ㈱サイサン 自衛隊体育学校

高谷 惣亮 大津 拓馬 井筒 勇人 山中 良一

ALSOK 山梨学院大学 拓殖大学 名古屋工業高等学校

石黒 峻士 吉田 ケイワン 山崎 祥平 品田 陽平

新日本プロレスリング㈱ 日本大学 早稲田大学 法政大学

山本 泰輝 二ノ宮 寛斗 出頭 海 山本 壮汰

自衛隊体育学校 不二精機㈱ 中央大学レスリング部 拓殖大学

令和３年度 全日本レスリング選手権大会

天皇杯

57kg

フリースタイル

65kg

61kg

74kg

70kg

86kg

79kg

97kg

92kg

125kg



スタイル別入賞者一覧

１位 ２位 ３位 ４位

塩谷 優 松井 謙 尾西 大河 岡本 景虎

拓殖大学 日本体育大学 鳥栖工業高校 専修大学

鈴木 絢大 稲葉 海人 河名 真偉斗 竹下 航生
レスターホールディングス 日本体育大学 専修大学 拓殖大学

清水 賢亮 池田 龍斗 矢部 和希 山田 義起

拓殖大学 日本体育大学 栃木県スポーツ協会 金沢まいもん寿司

遠藤 功章 曽我部 京太郎 吉永 信太郎 上垣 勇二

㈱東和エンジニアリング 日本体育大学 専修大学 自衛隊体育学校

井上 智裕 高橋 昭五 寺田 靖也 小林 大悟

FUJIOH 三恵海運㈱レスリング班 明大クラブ 拓殖大学

櫻庭 功大 日下 尚 前田 明都 水口 竣介

自衛隊体育学校 日本体育大学 ㈱レスターホールディングス 拓殖大学

岡嶋 勇也 田中 真男 川村 洋史 藤井 達哉

警視庁第六機動隊 天理教校学園高等学校コーチ 自衛隊体育学校 後藤回漕店

角 雅人 阪部 創 向井 識起 奈須川 良太

自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 神奈川大学

鶴田 峻大 仲里 優力 天野 雅之 奈良 勇太

自衛隊体育学校 日本体育大学 中央大学職員 警視庁第六機動隊

園田 新 奥村 総太 河野 隆太 貝塚 賢史

ALSOK 拓殖大学 あづまフーズ 霞ヶ浦高校職員

令和３年度 全日本レスリング選手権大会

天皇杯

55kg

グレコローマンスタイル

63kg

60kg

72kg

67kg

82kg

77kg

97kg

87kg

130kg



スタイル別入賞者一覧

１位 ２位 ３位 ４位

吉元 玲美那 伊藤 海 五十嵐 未帆 森川 晴凪

至学館大学 早稲田大学 明光ネットワークジャパン 至学館高等学校

藤波 朱理 入江 ななみ 奥野 春菜 下野 佑実
三重県立いなべ総合学園高校 ミキハウス 自衛隊体育学校 育英大学

今井 佑海 田村 生吹 吉柴 未彩輝 嶋田 英莉

日本大学 日本体育大学 大東文化大学 育英大学

櫻井 つぐみ 南條 早映 永本 聖奈 新井 一花

育英大学 至学館大学 至学館大学 至学館高等学校

屶網 さら 德原 姫花 田南部 夢叶 今 佑海

至学館大学 自衛隊体育学校 日本体育大学 リバーサルジム新宿Me,We

尾﨑 野乃香 類家 直美 坂野 結衣 小玉 彩天奈

慶應義塾大学 至学館大学 警視庁第六機動隊 早稲田大学

森川 美和 源平 彩南 今井 海優 平井 かえで

日本体育大学 ㈱アイシン レスリング部 自衛隊体育学校 育英大学

松雪 成葉 石井 亜海 古市 雅子 寺本 鈴

至学館大学 育英大学 自衛隊体育学校 山梨学院大学

新倉 すみれ 進藤 芽伊 水島 京香 小林 奏音

神奈川大学 クリナップ㈱ 日本体育大学 専修大学

鏡 優翔 山本 和佳 齋藤 未来 松雪 泰葉

東洋大学 至学館大学 小田開発工業㈱ 至学館大学

令和３年度 全日本レスリング選手権大会

天皇杯

50kg

女子レスリング

55kg

53kg

59kg

57kg

65kg

62kg

72kg

68kg

76kg


