
階級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人数

田南部  力 高橋  利典 森山  振一郎 松橋  弘幸 菊地  直樹 久古  敏章 牛島  弘樹 清水  聖志人 鈴木  元泰 和田  宗法

警視庁 綜合警備保障(株) 福大 青森県スポーツ振興財団 自体校 日大 国士大 日体大 日体大 日体大

長尾  勇気 松永  共広

日体大助手 日体大

谷岡  泰幸 太田  亮介 増田  莊史 関川  博紀 小島  豪臣 白鳥  昇 川元  久志 早川  巧 中橋  裕樹 久米  貴幸

徳山大 警視庁 高瀬高教 三条工高教 八工大一高 拓大 北海高教 高橋工業(株) 東洋大 自体校

小泉  和幸 平井  進悟 藤本  健太 斎藤  将士 大館  信也 谷口  勝信 若山  真毅 松尾  大士 橋井  功佑

自体校 綜合警備保障(株) 日大 日大 国士大 国士大 日体大 日体大 立命大

岩山  元彦 上田  将勝 山縣  健二 桜井  文彰 鈴木  崇之 井上  真一 飯塚  匡 栗尾  直樹 川路  幸祐 井上  謙二

専大 南京高OB 岡山県レス協 拓大 立命館宇治高 山学大 東農大 ヤマキエンタープライズ 東洋大 自体校

山本  英典 湊  純 金渕  清文 田子  真二 池松  和彦 重富  和幸 水口  貴之 武藤  弘幸

自体校 自体校 国士大助手 日体大 日体大 日体大 立命大 日体大

山口  徹馬 中村  満良 宮田  和幸 高橋  龍太 小路  伸亮 川鍋  辰徳 松井  翔 天谷  満博 鈴木  俊英 長島  正彦

専大 豊島区レス協 クリナップ(株) 拓大 拓大 東京消防庁 立命館宇治高 土浦日大高職 早大クラブ 青学大

山本  美仁 馬場  隆行 青木  篤志 嶋崎  寿雄 筧田  幸宏 芳林  秀司 工藤  祐士 萩本  喜久 池田  孝之 織山  昭仁

中大 自体校 自体校 日大 国士大助手 日体大 東和タクシー(株) 日体大 日体大 秋田市役所

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（フリー）
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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（フリー）

小柴  健二 吉本  正史 柴田  寛 池邊  尚宏 小幡  邦彦 長島  和幸 松本  真也 高橋  伸尚 鈴木  豊 加藤  陽輔

鹿島実高教 専大 徳山大コーチ 福大 山学大 早大 網野高 和歌山県教育委員会 自体校 日体大

山本  悟 岩佐  康博 長谷川  智人

日体大 徳山大 立命大

平澤  光秀 川合  達夫 白井  正良 藤岡  裕士 児玉  健 福田  雄一 河内  智成 花田  眞秀 本田  尚基 中村  友之

専大 板倉高教 ロジテム 山学大 だっぺクラブ 早大 隠岐島前高教 和歌山県教育庁 日大 日大

横山  武典 今井  徳彦 仙波  勝敏

岡山県レス協 立命大 立命大

小平  清貴 中尾  芳広 浜中  和宏 中邑  真輔 秋葉  洋一 横山  秀和 鳥羽  信介 森山  政秀 角川  康成 石塚  隆宏

警視庁 エスピーネットワーク 高田道場 青学大 朝霞総合格闘クラブ 秋田商高教 日大 日体大 ロジテム セコム上信越

裾分  隆仁 猪俣  領二

南九大 練馬駐屯地ﾚｽﾘﾝｸﾞ部

田中  章仁 平田  喜久 矢野  通 諏訪間  幸平 沢田  直樹 杉浦  一生 藤田  尚志 幸野  亨 金親  幸嗣 西田  耕一朗

専大 徳山大 新日プロ クリナップ(株) 拓大 山学大 山学大 大東大 中大 日大

新庄  寛和

国士大

合計 118
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