
松村 祥太郎 日本体育大学柏高等学校 千葉県

学校対抗戦

優勝 千葉県 高知県

準優勝 埼玉県 京都府

佐賀県 青森県

三重県 大分県

男子個人対抗戦 西内 悠人 高知県立高知南・国際高等学校 高知県

優勝 菊地 優太 飛龍高等学校 静岡県 優勝 坂本 輪 自由ヶ丘学園高等学校 東京都

準優勝 里中 飛雅 日本体育大学柏高等学校 千葉県 準優勝 勝目 大翔 飛龍高等学校 静岡県

小川 大和 長崎県立島原高等学校 長崎県 小川 大輝 八戸工業大学第一高等学校 青森県

赤木 烈王 兵庫県立猪名川高等学校 兵庫県 嶋川 潔生 和歌山県立和歌山北高等学校 和歌山県

與那城 一輝 足利大学附属高等学校 栃木県 松村 祥太郎 日本体育大学柏高等学校 千葉県

山城 快陽 沖縄県立北部農林高等学校 沖縄県 河野 兼多朗 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県

石山 竜成 宮崎県立都城西高等学校 宮崎県 安渡 翔 山口県立豊浦高等学校 山口県

髙橋 遥瑠大 星城高等学校 愛知県 高田 勇 三重県立いなべ総合学園高等学校 三重県

優勝 西内 悠人 高知県立高知南・国際高等学校 高知県 優勝 細川 周 京都府立丹後緑風高等学校 京都府

準優勝 須田 宝 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県 準優勝 石原 弘幸 熊本県立玉名工業高等学校 熊本県

木村 太智 日本体育大学柏高等学校 千葉県 金子 晴翔 霞ヶ浦高等学校 茨城県

平岡 大河 神奈川県立磯子工業高等学校 神奈川県 内田 怜児 埼玉栄高等学校 埼玉県

岡部 利毅 帯広北高等学校 北海道 松原 拓郎 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県

平井 翔太 愛媛県立八幡浜工業高等学校 愛媛県 上村 律心 高知県立高知南・国際高等学校 高知県

曽野 壱晟 三重県立いなべ総合学園高等学校 三重県 奥井 峻晴 大垣日本大学高等学校 岐阜県

久田 虎徹 八戸工業大学第一高等学校 青森県 前田 樹大 高岡向陵高等学校 富山県

優勝 山口 叶太 自由ヶ丘学園高等学校 東京都 優勝 神谷 龍之介 三重県立いなべ総合学園高等学校 三重県

準優勝 伊藤 拳将 日本体育大学柏高等学校 千葉県 準優勝 吉田 泰造 香川県立高松北高等学校 香川県

加成 京介 秋田市立秋田商業高等学校 秋田県 増田 大将 埼玉栄高等学校 埼玉県

菊田 創 埼玉栄高等学校 埼玉県 島袋 希理瑠 山梨県立韮崎工業高等学校 山梨県

長谷川 虎次郎 山梨県立韮崎工業高等学校 山梨県 小玉 龍舞 高知県立高岡高等学校 高知県

本橋 知大 京都府立丹後緑風高等学校 京都府 美齊津 楓雅 長野県小諸商業高等学校 長野県

上村 朋也 群馬県立館林高等学校 群馬県 伊藤 大輝 京都府立丹後緑風高等学校 京都府

金子 勇翔 霞ヶ浦高等学校 茨城県 飯塚 康太 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県

優勝 甫木 元起 佐賀県立鳥栖工業高等学校 佐賀県 優勝 BATBAYAR NAMBARDAGVA 日本体育大学柏高等学校 千葉県

準優勝 植木 優斗 足利大学附属高等学校 栃木県 準優勝 立岡 拓馬 岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県

升田 康太 京都府立海洋高等学校 京都府 丸山 政陽 静岡県立沼津城北高等学校 静岡県

鬼塚 一心 福岡県立三井高等学校 福岡県 中沢 遥貴 山梨県立甲府城西高等学校 山梨県

曽我部 凜大郎 愛媛県立今治西高等学校 愛媛県 向井 優天 星城高等学校 愛知県

武重 毅留 精華学園高等学校 山口県 山中 望礼 高知県立高知東高等学校 高知県

岡 大智 香川県立多度津高等学校 香川県 中本 勝幸 広島県立賀茂高等学校 広島県

磯谷 輝 滋賀県立八幡工業高等学校 滋賀県 松本 晃大 和歌山県立和歌山北高等学校 和歌山県

令和４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６９回全国高等学校レスリング選手権大会成績表
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日本体育大学柏高等学校

埼玉栄高等学校

佐賀県立鳥栖工業高等学校

三重県立いなべ総合学園高等学校

高知県立高知南・高知国際高等学校

京都府立丹後緑風高等学校

八戸工業大学第一高等学校

日本文理大学附属高等学校


