
JOC杯U17代表選考会（関東ブロック）

入賞者一覧表

2022/12/27

山梨県甲府市小瀬スポーツ公園体育館

フリースタイル ※ 出場資格は上位4名

階級 順位 選手名 都県 所属

45kg級 第1位 エントリーなし #N/A #N/A

48kg級 第1位 エントリーなし #N/A #N/A

51kg級 第1位 本田原 翔 茨城県 鹿島学園

60kg級 第2位 戸邉 旺輝 千葉県 野田中央

60kg級 第3位 森田 結人 埼玉県 花咲徳栄

55kg級 第1位 大脊戸 逞斗 埼玉県 花咲徳栄

65kg級 第2位 中田 憲伸 茨城県 土浦日本大学

65kg級 第3位 野村 蒼空 東京都 自由ヶ丘学園

65kg級 第3位 栗原 祐亮 群馬県 市立太田

60kg級 第1位 永井 陸斗 埼玉県 花咲徳栄

71kg級 第2位 助川 遼成 茨城県 土浦日本大学

71kg級 第3位 大野 智輝 東京都 Sports Design Lab

71kg級 第3位 川路 悠介 東京都 日本工業大学駒場

65kg級 第1位 原田 明香 栃木県 足利大学附属

80kg級 第2位 五十嵐 春希 千葉県 日本体育大学柏

80kg級 第3位 岡崎 蒼翔 埼玉県 埼玉栄

80kg級 第3位 磯木 雄太 埼玉県 花咲徳栄

71kg級 第1位 加藤 航平 群馬県 市立太田

92kg級 第2位 日向 翔悟 茨城県 土浦日本大学

92kg級 第3位 角田 諒 埼玉県 花咲徳栄

92kg級 第3位 鳥居 輪太朗 群馬県 前橋育英

80kg級 第1位 小川 滉 東京都 自由ヶ丘学園

125kg級 第2位 植原 優真 埼玉県 埼玉栄

125kg級 第3位 西原 丈陽 群馬県 館林

125kg級 第3位 住谷 陸 茨城県 鹿島学園

92kg級 第1位 村野 太紀 茨城県 土浦日本大学

125kg級 第2位 石井 裕樹 群馬県 富岡実業

125kg級 第3位 箱石 彪宇 茨城県 鹿島学園

125kg級 第4位 猪越 俊 東京都 東京実業

110kg級 第1位 藤田 宝星 埼玉県 花咲徳栄

92kg級 第2位 乾 志音 茨城県 土浦日本大学

92kg級 第3位 山﨑 匠汰 群馬県 富岡実業



JOC杯U17代表選考会（関東ブロック）

入賞者一覧表

2022/12/27

山梨県甲府市小瀬スポーツ公園体育館

グレコローマンスタイル ※ 出場資格は上位2名

階級 順位 選手名 都県 所属

45kg級 第1位 徳永 瑛照 東京都 日本工業大学駒場

51kg級 第2位 樋澤 空 群馬県 館林

48kg級 第1位 竹下 壱虎 山梨県 甲府城西

51kg級 第1位 深澤 風翔 栃木県 馬頭

60kg級 第2位 廣田 雄介 埼玉県 花咲徳栄

60kg級 第3位 目黒 星雫 群馬県 前橋育英

55kg級 第1位 髙橋 柊生 山梨県 韮崎工業

65kg級 第2位 小川 栖弥 栃木県 足利大学附属

65kg級 第3位 上石 柊 埼玉県 花咲徳栄

65kg級 第4位 岡野 マリアマ 群馬県 館林

60kg級 第1位 八隅 士和 東京都 自由ヶ丘学園

71kg級 第2位 杉本 壮汰 栃木県 足利大学附属

71kg級 第3位 横山 桔平 山梨県 韮崎工業

71kg級 第4位 小泉 寛州 山梨県 農林

65kg級 第1位 内藤 隆哉 群馬県 大泉

80kg級 第2位 岡崎 蒼太 東京都 東京実業

71kg級 第1位 秋山 颯陽 山梨県 甲府城西

92kg級 第2位 山一 友聖 東京都 自由ヶ丘学園

92kg級 第3位 佐野 圭悟 山梨県 農林

92kg級 第4位 金井 匠暉 群馬県 館林

80kg級 第1位 前川 龍之介 山梨県 韮崎工業

125kg級 第2位 木﨑 駿斗 栃木県 足利大学附属

125kg級 第3位 清水 大夢 山梨県 甲府城西

125kg級 第4位 小林 奏良 群馬県 市立太田

92kg級 第1位 渡辺 瑞希 山梨県 農林

92kg級 第2位 大井 悠暉 千葉県 関宿

110kg級 第1位 福島 煌天 栃木県 足利大学附属

92kg級 第2位 田中 礼文 群馬県 前橋西

92kg級 第3位 森本 空 山梨県 甲府城西


