
少年 男子
フリースタイル

こだま  ただあき おかだ  なおゆき ふかいし  ゆずる

５位

スタイル別 入賞者一覧表

優勝

児玉  忠明
都道府県名 静岡県 滋賀県

谷田  旭 大角  翼５５kg級

ふりがな たにた  あきら おおすみ  つばさ

選　手　名 鈴木  優大

えんどう  ひょうご よこやま  しんご すずき  ゆうだい

岡田  尚幸 深石  譲
神奈川県 大阪府 栃木県 鹿児島県 山形県 愛知県

遠藤  彪梧 横山  真吾

笠川  浩太郎 山田  大地６０kg級

ふりがな すずき  やすひろ いわぶち  なおき たかはし  こうき かしわぎ  けんた たなか  こうたろう かさかわ  こうたろう

青森県 沖縄県

やまだ  だいち きんじょう  かいき

選　手　名 鈴木  康寛 岩渕  尚紀 高橋  功紀 柏木  健太 田中  幸太郎 金城  海揮
都道府県名 香川県 茨城県 秋田県 埼玉県 京都府 福井県

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

ふくどめ　しゅんや えんどう  しょうた かわの  ようすけ ふじかわ  ゆうた

５０kg級

ふりがな もりした  ふみたか はんだ  まもる たかだ  ゆうた いりえ  しんじ

選　手　名 森下  史崇 半田  守 福留　駿也 遠藤  翔太 川野  陽介 藤川  祐太 髙田  裕太 入江  真司
都道府県名 茨城県 京都府 鹿児島県 鳥取県 宮崎県 徳島県 奈良県 福岡県

　本部記録委員 → 総合成績計算委員長

青森県 沖縄県
さいだ  ゆうや くらの  しんのすけ

都道府県名 香川県 茨城県 秋田県 埼玉県 京都府 福井県

６６kg級

ふりがな あんどう  たつや あかざわ  がく すなかわ  こうすけ こいしはら  たくま かさおか  りょうた たけうち  ゆうと

選　手　名 安藤  達也 赤澤  岳 砂川  航祐 小石原  拓馬 才田  勇也 倉野  真之介 笠岡  涼太 武内  優斗
都道府県名 東京都 埼玉県 茨城県 京都府 鹿児島県 岐阜県 奈良県 愛知県

高橋  良太 三谷  佳祐７４kg級

ふりがな きたむら  こうへい からむしざわ  けん こもり  だいすけ はせがわ  きみとし まつもと  みさき たかはし  りょうた

北海道 愛知県

みたに  けいすけ こもり  たかひろ

選　手　名 北村  公平 葈澤  謙 小森  大祐 長谷川  公俊 松本  岬

いかみ  まさと さかい  ふみお

小森  貴大
都道府県名 京都府 青森県 福岡県 茨城県 長崎県 長野県

８４kg級

ふりがな とのむら  こうき すずき  ゆうき むらかみ  たかゆき ささき  けんご つちや  ゆうじ かねはら  たつのり

選　手　名 殿村  幸城 鈴木  友希 村上  貴之 佐々木  健吾 伊神  優人 酒井  文雄 土屋  雄史 金原  龍昇
都道府県名 秋田県 青森県 長崎県 岡山県 愛知県 石川県 神奈川県 福井県

桜井  聡紀 塩地  竜児９６kg級

ふりがな おおやま  あきゆき やまもと  りゅうじ ばば  たかひろ まつもと  しんのすけ やました  ゆうさく さくらい  としき

和歌山県 大分県

しおじ  りゅうじ わたなべ  まさと

選　手　名 大山  瑛之 山本  竜司 馬場  貴大 松本  慎之介 山下  裕策

つのだ  ゆうき もりもと  けいご

渡邉  雅人
都道府県名 埼玉県 静岡県 長崎県 栃木県 徳島県 千葉県

１２０kg級

ふりがな おのでら  ゆうだい やぶうち  なおや ひろせ  ゆうた いわみや  あきひこ さとう  ひろき むらき  こうたろう

選　手　名 小野寺  雄大 藪内  直也 廣瀬  裕太 岩宮  亜貴彦 角田  友紀 森本  慧伍 佐藤  弘樹 村木  孝太郎
都道府県名 岐阜県 熊本県 静岡県 愛媛県 福島県 三重県 山形県 滋賀県


