
5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 0-2 Ⓣ

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ㋖

120 ㎏級 不

1 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 0-2 Ⓣ

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 0-2 Ⓣ

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 不

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 1-2 ○

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 ○ 2-0

風間杯第５３回全国高等学校選抜レスリング大会
平成２２年３月２７日・２８日・２９日

新潟市体育館

学校対抗戦　　結果一覧表　1回戦

A-2 １回戦

近畿大学附属高等学校 　焼津中央高等学校

隠岐島前高等学校

試合番号 A-1 １回戦

試合番号

青森商業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

成見　竜哉 (3-0,3-1) 早津　　準

小杉健太郎

F2P0:26(TF6-0=0:35,4-0) 清水　　俊

児玉　賢将 (TF0-7=0:41,TF0-7=0:25) 中野　晶太

藤田　将貴

芳村　将史 (1-0,5-0) 清水　孝敏

吉田　　晋

(TF0-6=1:22,TF0-7=0:24) 佐藤　悠一

山本　健二 F2P1:22(4-0,4-0) 杉山　　聡

渡辺　裕貴

佐藤　陽平

山本　貴也

(TF0-7=1:10,TF0-6=0:56) 嶋田　大育

野澤　健一 F2P1:43(1-0,4-1) 川口　　哲

敷　　貴人 F1P0:58(0-4) 楠美　祐樹

F2P0:42(TF1-7=2:00,0-3) 大場　本気

寺坂　玄己

藤岡　康平

紀北工業高等学校 種市高等学校

試合番号 A-3 １回戦

階級 選手名 内容 選手名

丹下　恭介 (5-0,5-2) 上野　亮太

川原　雄志

森下　直記 (1-0,7-3) 藤井　勇気

松田　港奨 F2P0:54(0-2,0-4) 佐々木寿綺

(0-2,0-3) 寅谷　　晃

阪部　　創 (0-4,3-2,0-3) 下村　安武

吉川　晃司 (1-0,1-0) 澤野　合輝

佐々木啓行



1 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 不

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 不

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 ○ 2-0
66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 ○ 2-0
120 ㎏級 ◎

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 2-0 Ⓣ

55 ㎏級 Ⓣ 2-0
60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 0-2 Ⓣ

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 0-2 Ⓣ

120 ㎏級 ◎

B-2 １回戦

八幡工業高等学校 韮崎工業高等学校

浦添工業高等学校

試合番号 B-1 １回戦

試合番号

東北工業大附属学高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

金城　希龍 F1P0:40(4-0) 佐々木　優

(TF9-2=1:14,①-0) 今野　隼斗

丸橋　　遼 (1-2,0-1) 山田　龍誠

比嘉　龍汰

木村　大貴

宮城　辰司

(0-1,0-3) 橋浦　由弥

小松　真也 (0-1,1-2) 雨宮　隆二

上間　尚幸

林　龍之介

具志堅竜樹

(2-0,1-0) 高橋眞之祐

松江　祐輔 (0-2,TF0-7=0:32) 古宇田秀明

盛根　聖太 (0-2,0-2) 門澤　　伯幸

(2-1,4-0) 平山　勇真

芦沢　　翔

志喜屋正明 F1P0:32(5-0) 佐藤　拓真

林　　祐真 (0-3,0-1)

富山第一高等学校 飛龍高等学校

試合番号 B-3 １回戦

階級 選手名 内容 選手名

浜田　和輝 (TF0-6=2:00,TF0-7=0:49) 山﨑　拓馬

苅部　優希 (TF7-0=0:56,TF7-0=1:26) 髙橋　伸弥

齊藤　　嵩 (TF0-6=1:59,TF0-7=1,49) 川村　健太

奥村　岳留 F1P1:26(0-6) 桑原　　諒

武内　直斗

高浜　鉄平 F2P0:36(0-3,7-4=0:36) 石川　雄斗

杉山　滉佑 F1P0:25(3-0) 向笠　光陽

園川　勲哉 (TF0-7=0:44,TF0-6=0:26)



2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 2-0 Ⓣ

60 ㎏級 ○ 2-0
66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 不

84 ㎏級 不
120 ㎏級 ○ 2-1

2 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級

55 ㎏級 不

60 ㎏級 1-2 ○

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 不

120 ㎏級 不

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 ○

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 ◎

B-４ １回戦

高松農業高等学校

試合番号

三井高等学校

階級 選手名 内容 選手名

近藤　佑樹 向島　達郎

(2-0,6-0=1:07) 江上　一樹

谷澤　翔耶

小西　正之

(TF1-7=1:50,TF0-8=1:45) 野田　清孝

香山駿之介

F1P0:49(1-6) 森　　　俊樹

平野　優太

西田　幸司
大平　統馬 (0-1,TF7-1=1:09,4-0) 新町　博哉

多田　竜也

福崎　　凌 F1P1:04(0-6) 遠山　貴文

宮武　孝治

平原　裕太 (0-3,0-3) 洞口　幸雄

弘瀬　隼都 F2P1:05(0-2,0-5) 金光　輝明

楯　　友悟 (TF0-6=1:05,2-4) 下浦　太一

岡平　侑磨 (TF0-7=1:24,0-1) 井上　征洋

松元縄太郎 (1-0,①-1) 加藤　直裕

竹内　勇人 (3-0.3-6.0-3) 魚住　彰吾

西見　優汰 F1P1:13(4-0) 東　　大成

山田　直哉

南　　優人 F2P1:17(3-0,5-4) 高木　孝光

内容 選手名

原口　　隼 (TF0-7=2:00,0-3) 大倉　史裕

多度津高等学校 育英高等学校

樟南高等学校 岐南工業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名

試合番号 C-1 １回戦

試合番号 C-2 １回戦



7 対 0

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ○ 2-0
120 ㎏級 ◎

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 不

120 ㎏級 不

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 ○

55 ㎏級 0-2 Ⓣ

60 ㎏級 ○ 2-0
66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 不

120 ㎏級 不

山本　康稀 F2P0:25(TF6-0=0:23,3-0) 有川　泰貴

上田　大翔

吉岡　靖典 (3-1,5-0) 藤田　真士

稲田　　　貴

永本　　与 F1P0:55(3-0) 岡田　勇人

岩永　和樹 F1P1:32(7-0) 岡村　　優

飯島　拓也 (3-0=2:02,4-3) 井ノ口友裕

松本　喜朗 (TF0-6=0:43,0-5) 菊池真生人

高橋　翔平 F2P0:28(TF7-0=0:34,3-0) 冨士原大樹

堀内　郁実 (0-4,TF1-7=2:00) 尾台　寛史

杉山　雄介 F1P1:15(5-0) 中野　慎也

前田　竜祐 F1P0:15(0-4) 松澤　力也

内容 選手名

高橋　尚希 (4-2,3-0) 仲上　拓輝

伊藤　　優 F2P1:42(1-5,3-0) 小坂　篤志

花咲徳栄高等学校 敦賀気比高等学校

島原高等学校 北佐久農業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名

試合番号 C-3 １回戦

試合番号 C-４ １回戦

香川中央高等学校 鹿島実業高等学校

試合番号 D-1 １回戦

階級 選手名 内容 選手名

河野　裕太 (0-3,0-4) 田代　大貴

合田　貴博 (TF0-6=1:24,TF0-6=0:58) 岡本　祥八

瀧　　康真 F1P=1:47(4-0) 阿比留　誠

鴨居　正和 (4-2,TF7-0=1:44) 中村百次郎

永井　凌太 F1P=0:25(4-0) 中尾　啓吾

三好　佑樹

新名　　将



3 対 3 ＊三次高校の内容勝ち

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 不

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 不

74 ㎏級 Ⓣ 2-0
84 ㎏級
120 ㎏級 ◎

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 1-2 ○

60 ㎏級 Ⓣ 2-0
66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 Ⓣ 2-0
84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

5 対 2

勝敗 勝敗
50 ㎏級 ◎
55 ㎏級 0-2 Ⓣ
60 ㎏級 ◎
66 ㎏級 ◎
74 ㎏級 ◎
84 ㎏級 ○ 2-0
120 ㎏級 不

D-2 １回戦

自由ヶ丘高等学校

試合番号

三次高等学校

階級 選手名 内容 選手名

山﨑　達哉

F1P1:23(0-4) 柏田　大樹

藤田　侑志

浅倉　凱斗

谷重　智洋

今井　愛斗 （TF6-0=1:39,TF9-3=1:39) 辰川　和也

中村　圭佑 F2P0:35(1-0,4-0) 前　　泰隆

D-４ １回戦

北部農林高等学校 京葉工業高等学校

横浜修悠館高等学校

試合番号 D-3 １回戦

試合番号

新潟県央工業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

友寄　大樹

岩崎　裕介 F2P=1:53(0-3,0-6) 泉田　隼希

F1P1:51(7-0) 遠藤　靖昴

友寄　雄大 (0-3,3-0,2-3) 太田　和樹

稲谷　　工

宮里　英旭 F1P0:59(8-3) 西﨑　　陸

前大舛明生

(TF0-6=1:08,TF2-9=1:49) 芦田　啓一

赤嶺　　響 (TF7-0=0:26,TF6-0=0:31) 寺西　祐弥

中島孝志朗

永井　健太

結城　　隼

F1P1:30(7-0) 佐藤　龍司

比嘉　　司 (TF6-0=1:01,TF6-0=0:40) 駒　　健太

青山　浩和 F2P=0:49(TF6-0=1:01,3-0) 丸山　康太
(5-0,TF6-0=1:03) 飯浜　慶太

知念　啓悟 F1P0:37(0-4) 本間　育幸

荒金　　薫

嘉陽　研人 F2P0:43(0-3)


