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入賞者一覧表
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
ニシ コウダイ コバヤシ ジュンペイ オリタ セイジ ショウホ ノリフミ

西 洸大 小林 潤平 折田 誠治 正保 法史
網野高校 関西大学 霞ヶ浦高校 倉敷青陵高校

モリシタ フミタカ カガブ ユウ クワキ レイ ヤゴ キョウヘイ

森下 史崇 利部 裕 桑木 黎 矢後 匡平
霞ヶ浦高校 国士舘大学 中京学院大学 日本大学

タナカ コウタロウ アリシマ ヨシヒロ スズキ ヤスヒロ イガラシ タクマ

田中 幸太郎 有島 義弘 鈴木 康寛 五十嵐 琢磨
早稲田大学 日本体育大学 拓殖大学 日本体育大学

イシダ トモツグ ナバタメ タツヤ イノウエ タカヒロ ナガオ アラシ

石田 智嗣 生天目 達也 井上 貴尋 長尾 明来士
早稲田大学 日本大学 日本体育大学 近畿大学

タカタニ ソウスケ ナカイ シンイチ カサイ シンゴ キタムラ コウヘイ

高谷 惣亮 中井 伸一 笠井 晋吾 北村 公平
拓殖大学 中央大学 福岡大学 京都八幡高校

ヤマグチ タケシ トノムラ コウキ キクチ リョウ サトウ ヨシキ

山口 剛 殿村 幸城 菊池 崚 佐藤 良樹
早稲田大学 早稲田大学 霞ヶ浦高校 国士舘大学

トキノブ コウイチ カナザワ カツトシ イワタ ナオヤ ホシ トモカズ

時信 光一 金澤 勝利 岩田 直弥 星 友和
日本体育大学 山梨学院大学 法政大学 国士舘大学
タニダ マサヒロ オカ トモユキ マスダ タクヤ アケノ タツヤ

谷田 昇大 岡 倫之 増田 拓也 明野 達也
拓殖大学 花咲徳栄高校 山梨学院大学 鹿屋中央高校

※空欄は入賞者なし
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
タグチ コウセイ ヤマダ マシウ タナカ タクジ メンジュ フウジ

田口 光成 山田 磨史宇 田中 拓児 毛受 風士
法政大学 法政大学 焼津中央高校 大阪体育大学

マツダ ダイチ ナカノ トモアキ ソゴウ ユウジ ツチダ ナオト

松田 大地 中野 智章 十河 勇児 土田 尚人
日本体育大学 日本体育大学 拓殖大学 日本体育大学

ヤノ シンヤ スギムラ ゲン ササキ タカシ コンドウ リョウ

矢野 慎也 杉村 元 佐々木 孝 近藤 諒
拓殖大学 日本体育大学 自衛隊体育学校 日本体育大学

トミズカ タクヤ  シオザキ ゴウ ハヤシ マサトシ ヨコヤマ ヒロシ

冨塚 拓也 塩崎 剛 林 正敏 横山 大士
日本体育大学 明治大学 拓殖大学 青山学院大学
タツカワ ユウヤ コウザイ ジュンペイ フクダ ツバサ サカキ ママツグ

辰川 裕也  香西 順平 福田 翼 榊 真嗣
日本体育大学 青山学院大学 拓殖大学 日本文理大附高校
イワマ ショウヘイ カワサマ ユウキ ヤナセ タカユキ ヨコサワ トオル

岩間 奨平 川島 悠揮 柳瀬 貴之 横澤 徹
専修大学 日本体育大学 関西学院大学 拓殖大学

アリゾノ タクマ ツチダ タカヒデ イナトミ コウスケ アカミネ ノゾム

有薗 拓真 土田 崇英 稲富 康介 赤嶺 希
山梨学院大学 拓殖大学 徳山大学 青山学院大学

ニシキ トオル ヨコタ マコト サイトウ ケイスケ ワタナベ シュン

西木 亨 横田 誠 斎藤 圭輔 渡邊 駿
徳山大学 東京農業大学 大東文化大学 明治大学

※空欄は入賞者なし
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(カデットの部) (ジュニアの部)
サカモト ユウタ タカタニ ソウスケ イシダ トモツグ

坂本 悠太 高谷 惣亮 石田 智嗣
霞ヶ浦高校 拓殖大学 早稲田大学

男子の部

特別賞 オリンピック・ゴ－ルドメダリスト賞 JOC杯


