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学校対抗の部 ※ 全国選抜大会出場校
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個人対抗の部 ※ 全国選抜大会出場選手

階級 順位 選手名 フリガナ 都県 学校名 学年

51kg級 第1位 貴船 武人 キフネ タケト 東京都 自由ヶ丘学園高等学校 1年

51kg級 第2位 本田原 翔 モトダハラ ショウ 茨城県 鹿島学園高等学校 2年

51kg級 第3位 横山 桔平 ヨコヤマ キッペイ 山梨県 韮崎工業高等学校 1年

51kg級 第3位 山本 大雅 ヤマモト タイガ 神奈川県 日本大学藤沢高等学校 1年

51kg級 第5位 德永 瑛照 トクナガ エイショウ 東京都 日本工業大学駒場高等学校 1年

51kg級 第5位 小林 楓駕 コバヤシ フウガ 群馬県 館林高等学校 2年

51kg級 第5位 佐々木 陽琉 ササキ ハル 栃木県 足利大学附属高等学校 2年

51kg級 第5位 西澤 正喜 ニシザワ マサキ 茨城県 土浦日本大学高等学校 2年

55kg級 第1位 大脊戸 逞斗 オオセド タクト 埼玉県 花咲徳栄高等学校 2年

55kg級 第2位 與那城 一輝 ヨナシロ イツキ 栃木県 足利大学附属高等学校 1年

55kg級 第3位 中田 憲伸 ナカタ ケンシン 茨城県 土浦日本大学高等学校 2年

55kg級 第3位 髙橋 柊生 タカハシ シュウ 山梨県 韮崎工業高等学校 2年

55kg級 第5位 栗原 祐亮 クリハラ ユウスケ 群馬県 太田市立太田高等学校 2年

55kg級 第5位 金澤 孝羽 カナザワ コハク 東京都 自由ヶ丘学園高等学校 2年

55kg級 第5位 山口 想成 ヤマグチ ソナ 群馬県 館林高等学校 2年

55kg級 第5位 片岡 大河 カタオカ タイガ 千葉県 日本体育大学柏高等学校 2年

60kg級 第1位 ガレダギ 敬一 ガレダギ ケイワン 東京都 帝京高等学校 2年

60kg級 第2位 小岩 皆人 コイワ ミナト 千葉県 日本体育大学柏高等学校 2年

60kg級 第3位 中村 真翔 ナカムラ マナト 山梨県 韮崎工業高等学校 2年

60kg級 第3位 永井 陸斗 ナガイ リクト 埼玉県 花咲徳栄高等学校 2年

60kg級 第5位 坂本 輪 サカモト リン 東京都 自由ヶ丘学園高等学校 2年

60kg級 第5位 吉田 煌 ヨシダ キラ 埼玉県 花咲徳栄高等学校 1年

60kg級 第5位 岡山 章太郎 オカヤマ ショウタロウ 山梨県 韮崎工業高等学校 2年

60kg級 第5位 大関 勁心 オオゼキ ケイシン 栃木県 足利大学附属高等学校 2年
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階級 順位 選手名 フリガナ 都県 学校名 学年

65kg級 第1位 仁木 武流 ニキ タケル 埼玉県 花咲徳栄高等学校 2年

65kg級 第2位 内田 怜児 ウチダ レイジ 埼玉県 埼玉栄高等学校 2年

65kg級 第3位 鈴木 飛来 スズキ タカク 山梨県 韮崎工業高等学校 2年

65kg級 第3位 古市 一翔 フルイチ カズト 千葉県 日本体育大学柏高等学校 2年

65kg級 第5位 大橋 慶士 オオハシ ケイジ 東京都 自由ヶ丘学園高等学校 2年

65kg級 第5位 瀧澤 勇仁 タキザワ ユウジン 神奈川県 慶應義塾高等学校 1年

65kg級 第5位 山田 成斗 ヤマダ ナルト 群馬県 前橋西高等学校 2年

65kg級 第5位 菅野 煌大 カンノ コウダイ 東京都 帝京高等学校 2年

71kg級 第1位 山口 叶太 ヤマグチ カナタ 東京都 自由ヶ丘学園高等学校 2年

71kg級 第2位 高根澤 虎白 タカネザワ コハク 東京都 帝京高等学校 1年

71kg級 第3位 加藤 航平 カトウ コウヘイ 群馬県 太田市立太田高等学校 1年

71kg級 第3位 荻野 大河 オギノ タイガ 埼玉県 埼玉栄高等学校 2年

71kg級 第5位 三島 大河 ミシマ タイガ 茨城県 土浦日本大学高等学校 2年

71kg級 第5位 高林 心温 タカバヤシ シオン 千葉県 日本体育大学柏高等学校 2年

71kg級 第5位 大田 譲 オオタ ジョウ 神奈川県 日本大学藤沢高等学校 1年

71kg級 第5位 北井 涼都 キタイ リョウト 山梨県 韮崎工業高等学校 2年

80kg級 第1位 石坂 陽典 イシザカ ヨウスケ 千葉県 日本体育大学柏高等学校 2年

80kg級 第2位 小川 滉 オガワ アキラ 東京都 自由ヶ丘学園高等学校 1年

80kg級 第3位 岡澤 ナツラ オカザワ ナツラ 神奈川県 慶應義塾高等学校 1年

80kg級 第3位 和田 滉二郎 ワダ コウジロウ 群馬県 館林高等学校 2年

80kg級 第5位 西原 丈陽 ニシハラ タケハル 群馬県 館林高等学校 1年

80kg級 第5位 植原 優真 ウエハラ ユウマ 埼玉県 埼玉栄高等学校 1年

80kg級 第5位 𠮷野 飛来 ヨシノ ヒライ 埼玉県 埼玉栄高等学校 2年

80kg級 第5位 前川 龍之介 マエカワ リュウノスケ 山梨県 韮崎工業高等学校 2年

92kg級 第1位 金澤 空大 カナザワ ソラト 千葉県 日本体育大学柏高等学校 2年

92kg級 第2位 宇都宮 快斗 ウツノミヤ カイト 埼玉県 埼玉栄高等学校 2年

92kg級 第3位 バナヤド　マイク デニエル　トーレス バナヤド　マイク デニエル　トーレス 群馬県 館林商工高等学校 1年

92kg級 第3位 岩崎 悠佑 イワサキ ユウスケ 栃木県 足利工業高等学校 1年

92kg級 第5位 甲斐 武蔵 カイ ムサシ 山梨県 韮崎工業高等学校 2年

92kg級 第5位 村野 太紀 ムラノ ダイキ 茨城県 土浦日本大学高等学校 1年

92kg級 第5位 山口 晃大 ヤマグチ コウダイ 神奈川県 磯子工業高等学校 1年

92kg級 第5位 猪越 俊 イノコシ シュン 東京都 東京実業高等学校 1年

125kg級 第1位 藤田 宝星 フジタ ホウセイ 埼玉県 花咲徳栄高等学校 1年

125kg級 第2位 中沢 遥貴 ナカザワ ハルキ 山梨県 甲府城西高等学校 2年

125kg級 第3位 上西 エリキ カミニシ エリキ 群馬県 館林高等学校 1年

125kg級 第3位 福島 煌天 フクシマ コウ 栃木県 足利大学附属高等学校 1年

125kg級 第5位 乾 志音 イヌイ シオン 茨城県 土浦日本大学高等学校 1年

125kg級 第5位 岩崎 和志 イワサキ カズシ 神奈川県 磯子工業高等学校 2年

125kg級 第5位 森本 空 モリモト ソラ 山梨県 甲府城西高等学校 1年

125kg級 第5位 高 鳳海 コウ フンハイ 千葉県 京葉工業高等学校 2年


