
階級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人数

吉田  誠治 豊田  雅俊 池田  利明 森岡  則晴 村田  知也 平田  裕 大津  卓睦 今井  仁一 安原  隆 引地  崇仁

神奈川クラブ 警視庁 拓大 拓大 日野クラブ 近大 中大 東洋大 自体校 日体大

藤田  康人 井口  摂

日体大 情念クラブ

庄司  優亮 村上  文清 佐藤  清栄 工藤  健太 織田  康博 清藤  利幸 富谷  光雄 笹本  睦 具志堅  太一 甲斐  義人

拓大 拓大 拓大 青学大 東洋大 自体校 自体校 綜合警備保障(株) 日体大 日体大

伊藤  光 曽我部  智知

日体大 高知県レス協

石田  亮一 平井  満生 村崎  学志 江藤  紀友 佐藤  裕 竹花  良二 宮下  孝則 池畑  耕造 西田  哲人 飯室  雅規

クリナップ(株) 綜合警備保障(株) 拓大 三井高 東農大 アクアプラザ上田 自体校 自体校 自体校 自体校

山本  真司 柳川  育廣 伊是名  正旭 川岡  務

日体大 日体大 日体大 日体大

土田  樹史 久保  雅紀 永田  克彦 松本  八洋 中井  伸武 臼田  育男 小川  明彦 綾田  慎也 大井  将憲 石井  丈晴

(株)特別警備保障 宮越工芸 新日プロ 福大 拓大 拓大 自体校 自体校 自体校 日体大

佐野  裕樹 宮本  泰司

日体大 高知県レス協

天皇杯平成13年度全日本レスリング選手権大会申込者一覧（グレコ）
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天皇杯平成13年度全日本レスリング選手権大会申込者一覧（グレコ）

井上  克也 加納  篤 中里  充 倉本  忠 武内  和人 中村  征司 渡邉  直人  堀口  昭彦 斉藤  柔 菅  太一

専大 恵峰学園職 拓大 日野中学教 桃学大 ヤマキエンタープライズ 東農大 自体校 自体校 日大

高橋  裕二郎 子川  亮介

日体大 日体大

栗原  勝 疋田  拓也 中西  宣文 相牟田  豊 小向  忍 高橋  丘 松本  慎吾 太田  充洋 中尾  昭 木下  英規

拓大 拓大 (株)オファー 朝霞総合格闘クラブ 自体校 国士大 一宮運輸(株) 日体大 A&Aｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 練馬駐屯地ﾚｽﾘﾝｸﾞ部

馬渕  賢司 前島  信彦 窪山  大介 角田  貴志 大西  孝治 津田  弘二 加藤  賢三 太田  宣明 谷口  周平 中本  将生

恵峰学園職 拓大 拓大 日野クラブ 東亜大 青学大 大東大 自体校 自体校 国士大

栗原  正人 森角  裕介 太田  浩史

日体大 日体大 青学大職

鈴木  克彰 瀬川  浩寿 伏平  学 室谷  正憲 阿部  雄二 坂下  昇 荻田  貴士 山内  翼

警視庁 警視庁 拓大 和歌山県立武道館 東洋大 綜合警備保障(株) 日体大 山学大
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