
少年 男子
グレコローマンスタイル

大阪府 秋田県

石新  一早 毛受  風士 菅生  貴志
都道府県名 東京都 岐阜県 静岡県 栃木県 石川県 沖縄県

むろき  しょうご いしあら  かずさ めんじゅ  ふうじ すごう  たかし

選　手　名 田野倉  翔太 桑木  黎 中野  智章 大根田  陸 室木  翔吾５０kg級

ふりがな たのくら  しょうた くわき  れい なかの  ともあき おおねだ  りく

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

２.５点８点 ７点 ５.５点
５位 ５位３位 ３位

小田桐  史明
都道府県名 兵庫県 静岡県 長野県 山梨県 大分県 千葉県 徳島県 神奈川県

たに  しょうへい おだぎり  ふみあき

選　手　名 井上  貴尋 青木  成樹 穂谷  億人 米山  聡教 平  雄大 飯田  拓弓 谷  祥平

ほや  おくと よねやま  としみち たいら  ゆうだい いいだ  たくみ

６０kg級

ふりがな いのうえ  たかひろ あおき  まさき

角谷  侑亮 小野  雷也
岩手県 山梨県 東京都 群馬県 京都府 岡山県

中村  裕貴 石原  拓朗
都道府県名 香川県 兵庫県

十河  勇児 矢形  仙明５５kg級

ふりがな そごう  ゆうじ やがた  のりあき

選　手　名

なかむら  ゆうき いしはら  たくろう すずき  かずき いけだ  けいすけ

鈴木  一成 池田  圭介

かどや  ゆうすけ おの  らいや

５位

スタイル別 入賞者一覧表

優勝 準優勝

　本部記録委員 → 総合成績計算委員長

松本  卓巳
都道府県名 兵庫県 埼玉県 鹿児島県 大阪府 奈良県 新潟県 福岡県 長崎県

はらぐち  たくや まつもと  たくみ

選　手　名 材木  聖史 岡  倫之 大保  優貴 樋口  卓弥 髙井  準也 高橋  祐輔 原口  卓也

おおぼ  ゆうき ひぐち  たくや たかい  じゅんや たかはし  ゆうすけ

１２０kg級

ふりがな ざいもく  まさふみ おか  ともゆき

本田  裕
都道府県名 岩手県 沖縄県 滋賀県 秋田県 愛知県 青森県 奈良県 高知県

たかい  たつや ほんだ  ゆう

選　手　名 金沢  勝利 赤嶺  希 園田  巧 大坂  昂 永冨  将也 齋藤  大輔 髙井  達也

そのだ  たくみ おおさか  あきら ながとみ  まさや さいとう  だいすけ

９６kg級

ふりがな かなざわ  かつとし あかみね  のぞむ

牧瀬  竜二
都道府県名 茨城県 山梨県 富山県 長野県 京都府 広島県 宮城県 埼玉県

やつ  ゆきひろ まきせ  りゅうじ

選　手　名 菊池  崚 中込  光 木下  駿 宮沢  忍 原子  紫文 坂野  修平 谷津  志拓

きのした  すぐる みやざわ  しのぶ はらこ  しもん さかの  しゅうへい

８４kg級

ふりがな きくち  りょう なかごみ  ひかる

赤木  宜人
都道府県名 大分県 香川県 三重県 徳島県 佐賀県 広島県 和歌山県 岡山県

かわさき  ひとし あかぎ  のりひと

選　手　名 亀井  竜昇 植村  友哉 奥田  啓介 射場  宏能 佐々木  康平 坂本  賢祐 川崎  仁嗣

おくだ  けいすけ いば  ひろたか ささき  こうへい さかもと  けんすけ

７４kg級

ふりがな かめい  りょうしょう うえむら  ともや

飯田  啓介
都道府県名 愛媛県 徳島県 香川県 大分県 福岡県 静岡県 長崎県 石川県

いわなが  あきのり いいだ  けいすけ

選　手　名 花山  和寛 高井  紳之助 音泉  秀幸 榊  真嗣 東園  大紀 小林  基 岩永  晃範

おといずみ  ひでゆき さかき  まさつぐ とうぞの  だいき こばやし  もとい

６６kg級

ふりがな はなやま  かずひろ たかい  しんのすけ

都道府県名 兵庫県 静岡県 長野県 山梨県 大分県 千葉県 徳島県 神奈川県


