
成年 男子
グレコローマンスタイル

ささ  かずゆき てい  たくや うえだ  よしき

５位

スタイル別 入賞者一覧表

優勝

笹  和幸
都道府県名 静岡県 神奈川県

長谷川  恒平 峯村  亮５５kg級

ふりがな はせがわ  こうへい みねむら  りょう

選　手　名 水野  雄太

ひらお  きよはる むらた  ともや みずの  ゆうた

禎  卓也 上田  吉輝
新潟県 三重県 福島県 香川県 鹿児島県 和歌山県

平尾  清晴 村田  知也

平井  進悟 武田  佑基６０kg級

ふりがな まつもと  りゅうたろう くらもと  かずま もりやま  しんいちろう わたなべ  しょうた きど  よしたか ひらい  しんご

山口県 福島県

たけだ  ゆうき きたおか  ひでお

選　手　名 松本  隆太郎 倉本  一真 森山  振一郎 渡邊  翔太 城戸  義貴

たにぐち  かずき まえだ  ゆういちろう

北岡  秀王
都道府県名 群馬県 滋賀県 福岡県 愛媛県 熊本県 長野県

ふりがな えとう  のりとも しみず  ひろゆき いのうえ  ともひろ たかはし  けんじろう にしだ  てつと いたくら  ふみや

２.５点８点 ７点 ５.５点
５位 ５位３位 ３位準優勝

第６３回国民体育大会レスリング競技会

総合成績計算委員長

５位

印古里　光弘

記録委員長

相原　隆 印

　本部記録委員 → 総合成績計算委員長

たにぐち  かずき まえだ  ゆういちろう

６６kg級

ふりがな えとう  のりとも しみず  ひろゆき いのうえ  ともひろ たかはし  けんじろう にしだ  てつと いたくら  ふみや

選　手　名 江藤  紀友 清水  博之 井上  智裕 高橋  憲次郎 谷口  和己 前田  雄一朗 西田  哲人 板倉  史也
都道府県名 埼玉県 滋賀県 兵庫県 宮城県 徳島県 愛知県 鹿児島県 秋田県

皆川  拓也 後藤  秀樹７４kg級

ふりがな ふじむら  つとむ いわさき  ゆうき くらや  しゅうへい ながほら  けいた すみ  こうすけ みながわ  たくや

大分県 岡山県

ごとう  ひでき たなか  ゆういち

選　手　名 藤村  義 岩崎  裕樹 倉谷  修平 長洞  啓太 角  功介

ひがしいずみ  けいじ かのう  あつし

田中  悠一
都道府県名 山口県 静岡県 山梨県 宮城県 青森県 山形県

８４kg級

ふりがな つるまき  つかさ おおた  みつひろ やの  まさあき すぎひら  だいすけ あらかわ  しょう くらもと  ただし

選　手　名 鶴巻  宰 太田  充洋 矢野  将章 杉平  大輔 東泉  恵二 加納  篤 荒川  翔 倉本  忠
都道府県名 山形県 大分県 奈良県 徳島県 栃木県 岐阜県 茨城県 滋賀県

森  保弘 松永  隆司９６kg級

ふりがな さいかわ  のりかつ かとう  けんぞう きたぞの  しょういち やまもと  ゆうすけ さとう  たかゆき もり  やすひろ

和歌山県 山梨県

まつなが  たかし わたなべ  みずき

選　手　名 齋川  哲克 加藤  賢三 北園  昭一 山本  雄資 佐藤  誉之

いりえ  やすひさ もりかく  ゆうすけ

渡辺  瑞基
都道府県名 栃木県 愛知県 鹿児島県 香川県 宮城県 三重県

１２０kg級

ふりがな きたむら  かつや なかむら  あつし ひらかわ  しんいち さわだ  なおき にしき  とおる こうの  りゅうた

選　手　名 北村  克哉 中村  淳志 平川  臣一 沢田  直樹 入江  泰久 森角  裕介 西木  亨 河野  隆太
都道府県名 東京都 奈良県 福岡県 山口県 栃木県 長野県 佐賀県 三重県


