
特別賞

女子の部 JOC杯 ジュニアの部63ｋｇ級 西牧 未央(至学館高校)

オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞(カデットの部) 52ｋｇ級 山内 佳子(青森商業高校)

オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞(ジュニアの部) 59ｋｇ級 山名 慧(中京女子大学)

男子の部 JOC杯 ジュニアの部フリ－スタイル60ｋｇ級 高塚 紀行(日本大学)

オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞(カデットの部) フリ－スタイル76ｋｇ級 永田 裕城(網野高校)

オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞(ジュニアの部) グレコローマンスタイル84ｋｇ級 斎川 哲克(日本体育大学)

女子カデットの部
階級 第1位 第2位 第3位 第3位

アベ　チナミ スズキ ミオリ ウエノ サクラ ナガヌマ　ミカ
阿部　千波 鈴木 美織 植野 さくら 長沼　美香

水戸市レスリング少年団 松戸ジュニアレスリングクラブ 網野町少年レスリング教室 羽島レスリング連盟
サカモト ユリエ フジカワ チアキ ホリウチ ヒトミ ナカガワ　フウカ
坂本 友里恵 藤川 千晶 堀内 瞳 中川　楓香
宮古商業高校 和光クラブ 網野町少年レスリング教室 日野中学校
ホリウチ ユウ ナカハマ アイ アケオ ミノリ ヒラノ　ハルカ
堀内 優 中浜 愛 明尾 弥紀 平野 遥香

網野町少年レスリング教室 宇治山田高校 網野町少年レスリング教室 小玉ジュニアレスリング
ミムラ フユコ ワタナベ ナオ ノナカ チヒロ ウチダ ナミ
三村 冬子 渡辺 菜穂 野中 千尋 内田 奈美
網野高校 埼玉栄高校 埼玉栄高校 埼玉栄高校
スズキ サチコ ニシ ノドカ スズキ アヤノ ウワボ ケイ
鈴木 幸子 西 のどか 鈴木 綾乃 上保 螢
壬生高校 埼玉栄高校 安部学院高校 清水ドリームス
ヤマウチ ヨシコ イトウ　ジュンコ フジモリ　チヒロ ウワボ ユイ
山内 佳子 伊藤 純子 藤森 千尋 上保 結
青森商業高校 四日市四郷高校 四日市ジュニアレスリング 静岡中央高校
カジタ　ミズカ クルマヤ アヤカ サイド ショウコ コバヤシ　ユイ
梶田 瑞華 車屋 綾香 道祖土 祥子 小林 唯
至学館高校 宮古商業高校 埼玉栄高校 至学館高校
イノウエ　ヨシコ サトウ　フミカ サトウ カナコ マルヤマ アキコ
井上 佳子 佐藤 文香 佐藤 加奈子 丸山 明子
至学館高校 水戸市レスリング少年団 マイスポーツハウスレスリングクラブ 玉川聖学院
ワタナベ サオリ カネミヤ リミ タイラ メグミ #N/A
渡部 沙織 金宮 里美 平 恵実 #N/A
荒海中学校 安部学院高校 堺女子高校 #N/A
エノモト ミキ ウノ　アンナ カサハラ アンナ タカハッケ アイ
榎本 美希 宇野 杏奈 笠原 安奈 高八卦 あい

四日市四郷高校 四日市四郷高校 巻総合高校 宮古商業高校
女子ジュニアの部
階級 第1位 第2位 第3位 第3位

シントウ メグミ ドウヨウ クミコ #N/A #N/A
進藤 恵 堂用 久美子 #N/A #N/A
堺女子短大 桜井高校 #N/A #N/A
カタブチ ユキ イガラシ イクエ カワムラ　トモミ #N/A
片渕 有紀 五十嵐 郁枝 河村 友海 #N/A
同志社大学 安部学院高校 至学館高校 #N/A
スズキ　ナナエ モトハシ　ユウコ フジモト マキ マエハラ メグミ
鈴木 七恵 本橋 裕子 藤本 麻希 前原 愛
早稲田大学 中京女子大学 太田市立商業高校 関西大学
シバタ　ミズホ ワタナベ ハルカ オダギリ トモミ #N/A
柴田 瑞穂 渡部 悠香 小田桐 朋美 #N/A
中京女子大学 田島高校 六ツ川高校 #N/A
ヤマナ　ケイ シマダ　カヨコ イマムラ ユキ タカヤマ　マリエ
山名 慧 島田 佳代子 今村 有希 髙山 真梨恵

中京女子大学 日本大学 自体校 足工大附高校
ニシマキ　ミオ ナカタ　エリコ マツカワ　エリカ イケダ メグミ
西牧 未央 中田 絵里子 松川 絵里香 池田 愛
至学館高校 早稲田大学 日本大学 堺女子高校
シンカイ　マミ #N/A #N/A #N/A
新海 真美 #N/A #N/A #N/A
中京女子大学 #N/A #N/A #N/A
タナカ　キエ マスオ ユウカ ヤマザキ マミ #N/A
田中 希枝 増尾 優華 山崎 真美 #N/A
中京女子大学 日本文理大附高校 安部学院高校 #N/A

※空欄は入賞者なし
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男子カデットの部：　フリ－スタイル
階級 第1位 第2位 第3位 第3位

ハンダ マモル クラモチ ユウキ オダ ナオヤ ナカタ ジン

半田 守 倉持 祐貴 小田 直弥 中田 仁
網野町少年レスリング教室 霞ヶ浦アンジュスポーツクラブ 同志社香里高校 敦賀気比高校

マルヤマ ヒデト ヤマモト　トモマサ オオクラ タツヤ ニシノ ケンタ

丸山 秀斗 山本 知正 大倉 竜矢 西野 健太
山口鴻城高校 鳥羽高校 日南工業高校 宮古商業高校
マツモト タクヤ ミズコシ　トモヤ イワナガ リュウタ タケ　ナツキ

松本 卓弥 水越 智也 岩永 竜太 武 夏樹
網野高校 霞ヶ浦高校 島原高校 樟南高校
キクチ　ケント ツバキ ヤスマサ カワゴシ トモヤ ナガノ シンヤ

菊地 賢人 椿 恭将 川腰 智也 長野 真也
秋田商業高校 八千代松陰高校 高岡商業高校 立命館宇治高校
ヤマグチ　ダイゴ ナカヤマ　ユウタ コマタ　リョウヘイ ヤゴ シンタロウ

山口 代悟 中山 雄太 小俣 涼平 矢後 慎太郎
育英高校 光星学院高校 霞ヶ浦高校 布佐高校

タカタニ ソウスケ イシダ トモツグ イマムラ タケル オカモト ユウジ

高谷 惣亮 石田 智嗣 今村 健 岡本 佑士
網野高校 立命館宇治高校 玉名工業高校 飛龍高校
マツモト アツシ カネコ タカヒロ ヤグチ マモル タナカ タツヤ

松本 篤史 金子 貴宏 矢口 護 田中 龍也
館林高校 向上高校 上田西高校 日本文理大附高校
エイタ ユウキ アダチ ヤスヒロ ノロ トシテル クボ ユウタ

永田 裕城 足達 康宏 野呂 俊晴 久保 佑太
網野高校 網野高校 島原高校 同志社香里高校
ヤマナ タカキ サトウ ヨウスケ スズキ　セイジ ユモト カイ

山名 隆貴 佐藤 洋輔 鈴木 聖二 湯本 開
添上高校 米沢工業高校 岐阜工業高校 八千代松陰高校
ババ ユウタロウ ワタナベ　フミヒロ ウチタニ ユキヒロ ナカタニ ツキアキ

馬場 祐太朗 渡邊 文博 内谷 幸博 中谷 月明
島原高校 霞ヶ浦高校 敦賀気比高校 添上高校

男子カデットの部：グレコロ－マンスタイル
階級 第1位 第2位 第3位 第3位

アメミヤ カズキ #N/A

雨宮 和貴 #N/A
北杜高校 #N/A
ヤゴ キョウヘイ ハシモト コウタ タニタ アキラ マツバ　カズホ

矢後 匡平 橋本 光太 谷田 旭 松葉 一歩
柏第二中学校 島原工業高校 沼津レスリングクラブ 鹿屋中央高校
カジ　マサハル タナカ ヒデキ マキセ ヒロキ ナカムラ ユウキ

梶  雅晴 田中 秀樹 牧瀬 裕樹 中村 優希
育英高校 三島高校 埼玉栄高校 玉名工業高校
ナカイ シンイチ タカハシ マサミ ナカムラ マサノリ マルヤマ マサト

中井 伸一 高橋 昌巳 中村 昌訓 丸山 雅斗
京北高校 金沢市立工業高校 近大附高校 山口鴻城高校
タケシタ エイジ ナクラ モトスミ ナカジマ ハヤト ジクヤ キョウヘイ

竹下 英嗣 名倉 基純 中島 勇斗 軸屋 恭平
山口鴻城高校 焼津中央高校 六ツ川高校 玉名工業高校
ヨコヤマ　タイシ ゴホウ タツロウ サクライ ノボル コイズミ ヤスミ

横山 大士 五宝 龍郎 桜井 昇 小泉 保美
栗東高校 網野高校 韮崎工業高校 韮崎工業高校
ナカノ ヒロヒト カトウ　ダイジロウ タイラ タツヤ ソゴウ タクジ

中野 裕仁 加藤 大志朗 平 龍也 十河 卓児
今治工業高校 育英高校 米沢工業高校 多度津工業高校
キクチ　シン ワキタ コウヘイ ワタナベ トモアキ ムラシマ　マサヒロ

菊地　心 脇田 康平 渡部 友章 村島 正洋
根室高校 三井高校 田島高校 尾鷲高校
スズキ ヨシヒト ミヤガワ　ショウ アンザイ マサユキ マツザキ タイチ

鈴木 啓仁 宮川 翔 安齋 雅之 松崎 太一
南京都高校 倉吉総合産業高校 専大北上高校 北条高校
チカダ　マサキ ナカノ ショウヘイ カワバタ　スグル ニシムラ シュウイチ

近田 真基 中野 正平 川畑 秀 西村 修一
育英高校 一宮工業高校 鹿屋中央高校 広陵高校

※空欄は入賞者なし
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男子ジュニアの部：　フリ－スタイル
階級 第1位 第2位 第3位 第3位

ナガエ ショウタ モリタ ヤスヒロ シゲオカ　リョウタ トミオカ タツヤ

長江 翔太 守田 泰弘 茂岡 良太 富岡 達也
国士舘大学 三井高校 樟南高校 上田西高校
イナバ ヤスヒロ マエダ ショウゴ シマムラ ヒデノブ アオキ ツヨシ

稲葉 泰弘 前田 翔吾 嶋村 英宣 青木 強
専修大学 星城高校 東洋大学 国士舘大学

タカツカ　ノリユキ オオサワ シゲキ キクチ ケン ナカタ タクミ

高塚 紀行 大澤 茂樹 菊池 憲 中田 拓巳
日本大学 山梨学院大学 日本体育大学 中央大学

フジモト コウヘイ イワイ コウスケ ミヤハラ タカシ モリカワ　カズキ

藤本 浩平 岩井 康輔 宮原 崇 森川 一樹
拓殖大学 山梨学院大学 明治大学 霞ヶ浦高校

アキモト　ナオキ オオツキ アオイ クドウ　ゴウキ アズマ セイジ

秋本 直樹 大月 葵斐 工藤 豪己 東 誠次
日本大学 早稲田大学 日本大学 立命館大学
モンマ ナオキ フジモト ダイスケ アオキ シュウヤ イトウ タクヤ

門間 順輝 藤本 大輔 青木 修也 伊藤 拓也
日本体育大学 日本体育大学 青山学院大学 早稲田大学
シモナカ タカヒロ アンザイ シンショウ モリカワ マサシ ハマダ ケイスケ

下中 隆広 安西 信昌 森川 真吏 濱田 圭介
国士舘大学 明治大学 国士舘大学 中央大学
アラキダ　ノブヨシ ヤマグチ　キョウヘイ ヤマギワ タク サクライ ノリヒロ

荒木田 進謙 山口 恭平 山際 拓 桜井 紀宏
光星学院高校 徳山大学 東洋大学 日本体育大学

男子ジュニアの部：グレコロ－マンスタイル

階級 第1位 第2位 第3位 第3位
ナガツカ カズヒト ミウラ マサユキ カノ リョウタ カメヤマ ゲンキ

長塚 和仁 三浦 正幸 狩野 亮太 亀山 元気
東洋大学 東洋大学 宇都宮商業高校 九州国際大学
クラモト カズマ ミネムラ リョウ マツシタ ナオキ ヒラオ キヨハル

倉本 一真 峯村　亮 松下 直樹 平尾 清晴
拓殖大学 神奈川大学 日本体育大学 日本体育大学
キド　ヨシタカ マツモト リュウタロウ マエダ ユウイチロウ イトウ ユウタ

城戸 義貴 松本 隆太郎 前田 雄一朗 伊藤 雄太
徳山大学 日本体育大学 国士舘大学 山梨学院大学
イケマツ レイ イノウエ　トモヒロ タケモト コウキ イタクラ フミヤ

生松　麗 井上 智裕 竹本 幸城 板倉 史也
日本文理大学 育英高校 立命館大学 青山学院大学
ネヅ タカオ ハタナカ タイシ クラヤ シュウヘイ ハセガワ ダイキ

根津 隆夫 畑中 泰史 倉谷 修平 長谷川 大輝
早稲田大学 山梨学院大学 日本体育大学 立命館大学
サイカワ ノリカツ ヤノ マサアキ ハタ　シュンスケ シバヤマ ケイゴ

斎川 哲克 矢野 将章 畑　俊輔 柴山 啓吾
日本体育大学 専修大学 日本大学 中京学院大学
ヤマグチ リュウジ ナガトモ ダイスケ ヤマモト ユウスケ ヤベ タカユキ

山口 竜志 長友 大祐 山本 雄資 矢部 隆幸
拓殖大学 日本体育大学 山梨学院大学 神奈川大学
ナカムラ アツシ タケウチ マサノブ オグラ ケンタ タカハシ　シンイチ

中村 淳志 竹内 勝信 小椋 健太 高橋 信一
拓殖大学 国士舘大学 桃山学院大学 日本大学

※空欄は入賞者なし
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