
入賞者一覧

個人対抗戦三笠宮賜杯第５６回全国高等学校レスリング選手権大会

２00９近畿まほろば総体 レスリング競技

5位

入賞者 一覧
最優秀 選手

優勝 準優勝

平成２１年度全国高等学校体育大会レスリング競技

すぎもと　きょうすけ

大藤　寛士 杉本　京介竹内　達

宮崎県 東北工業大学高校

村上　貴之 木村　政貴 才田　勇也 榊　真嗣
ふじわら　こうへい たけうち　とおる おおふじ　ひろし

沼津城北高校 静岡県

74kg

むらかみ　たかゆき きむら　まさき さいた　ゆうや さかき　まさつぐ

新潟県 玉名工業高校

藤原　亘平

たまなこうぎょうこうこう あおもりしょうぎょうこうこう みやざきこうぎょうこうこう とうほくこうぎょうだいがくこうこう

熊本県 青森商業高校 青森県 宮崎工業高校 宮城県

ほくえつこうこう

花山　和寛 小野川　雄太 鈴木　諒
ぬまずじょうほくこうこう

八幡浜工業高校 愛媛県 霞ヶ浦高校 茨城県 北越高校

平川　一貴 嶋田　大育 杉本　逸太
ひらかわ　かずき

66kg

はなやま　かずひろ すながわ　こうすけ たきざわ　れんたろう

やわたはまこうぎょうこうこう かすみがうらこうこう

玉名工業高校 熊本県

砂川　航祐 瀧澤　廉太郎

池田高校 徳島県秋田商業高校 秋田県鹿屋中央高校 鹿児島県

いけだこうこう ひりゅうこうこう

飛龍高校 静岡県

しまだ　だいすけ おのがわ　ゆうた すずき　りょう すぎもと　いった

栗東高校 滋賀県

やわたはまこうぎょうこうこう あみのこうこう かのやちゅうおうこうこう あきたしょうぎょうこうこう りっとうこうこう たまなこうぎょうこうこう

林　政弘 栗森　幸次郎 大角　翼 北村　龍 池田　寛 青木　成樹

山形市立商業高校 山形県 京北高校 東京都

きたむら　りゅう いけだ　かん あおき　まさき

60kg

こんどう　たつや しんかわ　たけや はやし　まさひろ

八幡浜工業高校 愛媛県 網野高校 京都府

近藤　達矢 新川　武弥
くりもり　こうじろう おおすみ　つばさ

高松北高校 香川県 霞ヶ浦高校 茨城県

森下　史崇 池田　圭介西山　凌代

館林高校 群馬県いなべ総合学園高校 三重県 足利工業大学附属高校 栃木県 飛龍高校

中津商業高校 岐阜県

やまがたしりつしょうぎょうこうこう けいほくこうこうあしかがこうぎょうだいがくふぞくこうこう ひりゅうこうこう

にしやま　りょうだい

たかまつきたこうこう かすみがうらこうこう たてばやしこうこう

鹿児島県 三井高校

木村　洋貴 鈴木　一成

広島県

もりした　ふみたか いけだ　けいすけ きむら　ひろき すずき　かずき

福岡県

55kg

たかはし　ゆうき すずき　ゆうだい もりした　だいち

いなべそうごうがくえんこうこう

高橋　侑希 鈴木　優大 森下　大地

静岡県

みいこうこう めいおうこうこう ひろしまこくさいがくいんこうこうなかつしょうぎょうこうこう

山口県 網野高校 京都府 鹿屋中央高校 明桜高校 秋田県

50㎏

やまさき　たつや おおた　しのぶ にし　こうだい

山崎　達哉 太田　忍 西　洸大

自由ヶ丘学園高校 東京都

じゆうがおかがくえんこうこう

吉田　剛

広島国際学院高校柳井学園高校

和田　健太郎
やないがくえんこうこう あみのこうこう かのやちゅうおうこうこう

竹田　展大 杉本　涼輔 寺尾　浩幸
わだ　けんたろう たけだ　のぶひろ

平成２１年８月３日～６日
奈良県 奈良市中央体育館

てらお　ひろゆきすぎもと　りょうすけ よしだ　つよし
3位

最優秀選手 14 15 5 6 7

前川　勝利
まえかわ　しょうり

玉名工業高校

鹿屋中央高校茨城県

ぎなんこうぎょうこうこう

細谷　翔太朗 埼玉県 花咲徳栄高校

ほそや　しょうたろう はなさきとくはるこうこう

かすみがうらこうこう

栗東高校 滋賀県 日本文理大学附属高校 霞ヶ浦高校 海洋高校

かいようこうこう

大分県 花咲徳栄高校 埼玉県 京都府岐南工業高校 奈良県１

遠山　貴文 明野　達也 門垣　太志
かのやちゅうおうこうこう てんりきょうこうがくえんこうこう

鹿児島県 天理教校学園高校岐阜県

中村　翔太120kg

むらき　こうたろう さかもと　しょうご おか　ともゆき

りっとうこうこう にほんぶんりだいがくふぞくこうこう はなさきとくはるこうこう

村木　孝太郎 坂元　将悟 岡　倫之
もんがき　もとし なかむら　しょうた

都城高校 宮崎県 横浜修悠館高校 神奈川県滋賀県 花咲徳栄高校

とおやま　たかふみ あけの　たつや

よこはましゅうゆうかんこうこう

埼玉県八千代松陰高校 千葉県 岐南工業高校 岐阜県 島原高校 長崎県 熊本県 日野高校

つじ　たけひろ

米平　安寛 辻　健大
ひのこうこう はなさきとくはるこうこう みやこのじょうこうこう

園田　巧 山本　康稀桜井　聡紀 横井　健人 馬場　貴大 大石　亮
やちよしょういんこうこう ぎなんこうぎょうこうこう しまばらこうこう たまなこうぎょうこうこう

千葉県 白根高校

そのだ　たくみ やまもと　こうき よねひら　やすひろ

新潟県山形市立商業高校 山形県 佐倉南高校 秋田商業高校 秋田県

96kg

さくらい　としき よこい　たけと ばば　たかひろ おおいし　りょう

福岡県 鹿屋中央高校 鹿児島県

あきたしょうぎょうこうこう

花咲徳栄高校 埼玉県 霞ヶ浦高校 茨城県 東鷹高校

かのやちゅうおうこうこう やまがたしりつしょうぎょうこうこう さくらみなみこうこう しろねこうこう

大坂　昂
かわばた　たけと

84kg

ほそや　しょうたろう きくち　りょう あかぐま　なおや

はなさきとくはるこうこう かすみがうらこうこう とうようこうこう

細谷　翔太朗

大阪府日本文理大学附属高校 大分県樟南高校 鹿児島県 三重県鳥羽高校

菊池　崚 赤熊　猶弥

同志社香里高校

川畑　赳人 渡邉　悠介 中村　風太 高野　智大
わたなべ　ゆうすけ なかむら　ふうた たかの　ともひろ おおさか　あきら

とうようこうこう

島原高校 長崎県 館林高校 群馬県 東鷹高校 福岡県盛岡工業高校 岩手県

しまばらこうこう たてばやしこうこう しょうなんこうこう にほんぶんりだいがくふぞくこうこう もりおかこうぎょうこうこう とばこうこう どうししゃこうりこうこう


