
2009/4/26  横浜文化体育館
2009 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

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

アサヒナ ナオキ カワバタ ユウヤ アオキ ユウソウ イガラシ コウタロウ

朝比奈 尚輝 川畑 裕弥 青木 祐聡 五十嵐 航太郎
野田市立第一中学校 樟南高校 川島中学校 西武台中学校

タカタニ ダイチ デグチ ヨウイチロウ ナカタ ヨウ カトウ シュウヘイ

高谷 大地 出口 洋一郎 中田 陽 加藤 修平
網野町少年レスリング教室 いなべ総合学園高校 四日市ジュニアレスリングクラブ 四日市四郷高校

ヤマザキ タツヤ アリモト シンゴ スギモト リョウスケ キンジョウ キリュウ

山崎 達哉 有元 伸悟 杉本 涼輔 金城 希龍
自由ヶ丘学園高校 網野高校 中津商業高校 浦添工業高校

タカハシ ユウキ サトウ ユウイチ ヤスダ ユウキ ハラダ シュン

高橋 侑希 佐藤 悠一 安田 友貴 原田 駿
いなべ総合学園高校 青森商業高校 三井高校 島原高校

クワハラ マコト シンカワ タケヤ モリ トシキ ツノダ ヒカル

桑原 諒 新川 武弥 森 俊樹 角田 光
飛龍高校 網野高校 三井高校 前橋西高校

オガワ ユウキ カサイ ミツノスケ ササキ ショウゴ ユダ ケイタ

小川 祐希 葛西 光之輔 佐々木 将吾 湯田 敬太
自由ヶ丘学園高校 野辺地西高校 倉敷高校 高松北高校

シマダ ダイスケ サイタ ユウヤ トノムラ カズキ シミズ タカトシ

嶋田 大育 才田 勇也 殿村 和城 清水 孝敏
青森商業高校 樟南高校 秋田商業高校 焼津中央高校
サカモト ユウタ キムラ マサキ ウチダ ヒロユキ カガヤ ヨウイチロウ

坂本 悠太 木村 政貴 内田 裕幸 加賀谷 庸一朗
霞ヶ浦高校 館林高校 大和広陵高校 秋田商業高校
ホラグチ サチオ フカサコ ダイキ カトウ ヨシノリ カメヤマ アキヒロ

洞口 幸雄 深迫 大樹 加藤 敬典 亀山 晃寛
岐南工業高校 鹿屋中央高校 岐南工業高校 大泉高校

ババ タカヒロ ヤマモト コウキ ハマノ カツヤ ヤスダ ショウ

馬場 貴大 山本 康稀 濱野 勝哉 安田 翔
島原高校 花咲徳栄高校 敦賀気比高校 鳥取中央育英高校

※空欄は入賞者なし

54ｋｇ級

58ｋｇ級

69ｋｇ級

76ｋｇ級

50ｋｇ級

42ｋｇ級

46ｋｇ級

85ｋｇ級

100ｋｇ級

63ｋｇ級



2009/4/26  横浜文化体育館
2009 JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会

入賞者一覧表

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

ナカムラ ユウマ ヤマサキ ヒデユキ #N/A #N/A
中村 悠真 山崎 秀行 #N/A #N/A

峰山高校 島原翔南高校 #N/A #N/A
トモヨセ ダイキ トミナガ ケンゴ ヤマモト タカヤ カネコ タスク
友寄 大輝 富永 拳伍 山本 尭矢 金子 佐
北部農林高校 築上西高校 稲取高校 太田商業高校
イシアラ カズサ イシマル タク クワバラ タイセイ マエダ シノブ
石新 一早 石丸 拓 桑原 大誠 前田 忍
北部農林高校 韮﨑工業高校 大垣工業高校 栗東高校

ヤマダ ナオヤ キムラ ヒロキ ミヤウチ マサヒト イシバシ ヒロアキ
山田 直哉 木村 洋貴 宮内 将仁 石橋 宏昭

育英高校 山形商業高校 修善寺工業高校 鹿島実業高校
カタヤマ トモ オオスミ ショウ オカジマ ダイキ ツムラ コウタ
片山 朋 大角 翔 岡嶋 大喜 津村 康太
育英高校 栗東高校 水口高校 久居高校

コンドウ タツヤ フジサワ キイチ コマツ シンヤ イケダ カン
近藤 達矢 藤澤 輝一 小松 真也 池田 寛

八幡浜工業高校 野田中央高校 八幡工業高校 池田高校
ナカムラ タカハル イシダ トシノリ タグチ コウ ワタナベ タクマ
中村 隆春 石田 稔賢 田口 航 渡辺 拓磨

鳥羽高校 岐阜工業高校 池田高校 隠岐島前高校
コウチ ハジメ ドイ ショウマ マツエ ユウスケ オオタニ マサヤ
河内 萌 土井 翔馬 松江 祐輔 大谷 昌也

香川中央高校 日野高校 八幡工業高校 高知東高校
ヨナハ リュウタ サカノ シュウヘイ オカゾエ ショウタ サカモト タイキ

与那覇 竜太 坂野 修平 岡添 翔太 坂本 太幹
仲西中学校 広島国際学院高校 日工大駒場高校 谷村工業高校
タナカ テツヤ ナマイザワ ショウヤ ホシ ショウヤ ナカムラ ケイスケ
田中 哲矢 生井沢 将也 星 翔也 中村 圭佑
鹿屋中央高校 磯子工業高校 田島高校 自由ヶ丘学園高校

※空欄は入賞者なし

85ｋｇ級

100ｋｇ級

58ｋｇ級

63ｋｇ級

69ｋｇ級

76ｋｇ級

42ｋｇ級

46ｋｇ級

50ｋｇ級

54ｋｇ級


