
2010/4/25  横浜文化体育館
2010 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 順位 選手名 ふりがな 所属

42ｋｇ級 第1位 高橋 拓也 タハカシ タクヤ いなべレスリングクラブ
42ｋｇ級 第2位 長沼 政哉 ナガヌマ マサヤ 竹鼻中学校
42ｋｇ級 第3位 永本 健太 ナガモト ケンタ 四日市ジュニアレスリングクラブ

42ｋｇ級 第3位 藤川 聖士 フジカワ サトシ 埼玉栄高校
46ｋｇ級 第1位 松宮 大樹 マツミヤ ダイキ いなべレスリングクラブ
46ｋｇ級 第2位 渡辺 大貴 ワタナベ ヒロキ 吹田市民レスリング教室
46ｋｇ級 第3位 大場 雅志 オオバ マサシ 山形市立商業高校
46ｋｇ級 第3位 矢野 富三家 ヤノ フミヤ 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団

50ｋｇ級 第1位 高谷 大地 タカタニ ダイチ 網野高校
50ｋｇ級 第2位 阿部 宏隆 アベ ヒロタカ 鹿島学園高校
50ｋｇ級 第3位 伊藤 優 イトウ ユウ 島原高校
50ｋｇ級 第3位 中村 弦斗 ナカムラ ゲント 京都八幡高校
54ｋｇ級 第1位 高橋 侑希 タカハシ ユウキ いなべ総合学園高校
54ｋｇ級 第2位 黒澤 翔 クロサワ ショウ 鹿島学園高校
54ｋｇ級 第3位 太田 忍 オオタ シノブ 柳井学園高校
54ｋｇ級 第3位 小宮 佑介 コミヤ ユウスケ 霞ヶ浦高校
58ｋｇ級 第1位 川村 倫平 カワムラ ロンペイ 飛龍高校
58ｋｇ級 第2位 野田 清孝 ノダ キヨタカ 三井高校
58ｋｇ級 第3位 武田 壮史 タケダ ソウシ 霞ヶ浦高校
58ｋｇ級 第3位 荻原 皐希 オギハラ コウキ 沼津城北高校
63ｋｇ級 第1位 伊藤 和真 イトウ カズマ 網野高校
63ｋｇ級 第2位 松元 縄太郎 マツモト ジョウタロウ 樟南高校
63ｋｇ級 第3位 古谷 和樹 フルヤ カズキ 霞ヶ浦高校
63ｋｇ級 第3位 森 俊樹 モリ トシキ 三井高校
69ｋｇ級 第1位 嶋田 大育 シマダ ダイスケ 青森商業高校
69ｋｇ級 第2位 白井 勝太 シライ ショウタ JOC/ﾚｽﾘﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ
69ｋｇ級 第3位 竹本 裕哉 タケモト ヒロヤ 四日市四郷高校
69ｋｇ級 第3位 奥井 眞生 オクイ マオ 上富田クラブ
76ｋｇ級 第1位 山原 健太 ヤマハラ ケンタ 京都八幡高校
76ｋｇ級 第2位 谷崎 真也 タニザキ シンヤ 埼玉栄高校
76ｋｇ級 第3位 武内 直斗 タケウチ ナオト 飛龍高校
76ｋｇ級 第3位 下浦 太一 シモウラ タイチ 岐南工業高校
85ｋｇ級 第1位 吉岡 靖典 ヨシオカ ヤスノリ 花咲徳栄高校
85ｋｇ級 第2位 洞口 幸雄 ホラグチ サチオ 岐南工業高校
85ｋｇ級 第3位 山中 裕貴 ヤマナカ ユウキ 布佐高校
85ｋｇ級 第3位 武田 光司 タケダ コウジ 川柳中学校
100ｋｇ級 第1位 山本 康稀 ヤマモト コウキ 花咲徳栄高校
100ｋｇ級 第2位 鳴本 光希 ナルモト ミツキ 笠岡工業高校
100ｋｇ級 第3位 吉川 裕介 ヨシカワ ユウスケ 霞ヶ浦高校
100ｋｇ級 第3位 栗谷川 寛 クリヤガワ カン 光星学院高校

※空欄は入賞者なし



2010/4/25  横浜文化体育館
2010 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：　グレコローマンスタイル
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

42kg級 第1位 髙田 祐希 タカダ ユウキ 斑鳩中学校
42kg級 第2位 越智 大貴 オチ ヒロキ 今治工業高校
42kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A
42kg級 第3位 #N/A #N/A #N/A
46kg級 第1位 文田 健一郎 フミタ ケンイチロウ 韮崎西中学校
46kg級 第2位 上鍵 雄志 ウエカギ ユウジ 大和広陵高校
46kg級 第3位 前田 健太郎 マエダ ケンタロウ 敦賀気比高校
46kg級 第3位 有村 曜 アリムラ ヨウ 日工大駒場高校
50kg級 第1位 小坂 篤志 コサカ アツシ 北佐久農業高校
50kg級 第2位 花井 尊道 ハナイ タカミチ 四日市四郷高校
50kg級 第3位 田代 大貴 タシロ ヒロキ 鹿島実業高校
50kg級 第3位 藤田 知紀 フジタ トモノリ 添上高校
54kg級 第1位 有延 大輝 アリノブ ダイキ 築上西高校
54kg級 第2位 苅部 優希 カルベ ユウキ 富山第一高校
54kg級 第3位 土井 勝海 ドイ カツミ 日野高校
54kg級 第3位 天野 竜太 アマノ リュウタ 北杜高校
58kg級 第1位 田中 勇気 タナカ ユウキ 南京都高校
58kg級 第2位 河本 宗一郎 カワモト ソウイチロウ 八幡浜工業高校
58kg級 第3位 境 航 サカイ ワタル 富山第一高校
58kg級 第3位 金沢 誠也 カナザワ セイヤ 前橋西高校
63kg級 第1位 中村 百次郎 ナカムラ モモジロウ 鹿島実業高校
63kg級 第2位 山本 健二 ヤマモト ケンジ 近大附高校
63kg級 第3位 瀧 康真 タキ コウマ 香川中央高校
63kg級 第3位 屋比久 翔平 ヤビク ショウヘイ 浦添工業高校
69kg級 第1位 石田 稔賢 イシダ トシノリ 岐阜工業高校
69kg級 第2位 亀井 駿斗 カメイ ハヤト 野田中央高校
69kg級 第3位 武井 北斗 タケイ ホクト 農林高校
69kg級 第3位 阪部 創 サカベ ソウ 紀北工業高校
76kg級 第1位 今村 聖 イマムラ サトル 太田商業
76kg級 第2位 永井 凌太 ナガイ リョウタ 香川中央高校
76kg級 第3位 高浜 鉄平 タカハマ テッペイ 富山第一高校
76kg級 第3位 角 雅人 スミ マサト 鳥栖工業高校
85kg級 第1位 櫻庭 正義 サクラバ マサヨシ 秋田商業高校
85kg級 第2位 林 龍之介 ハヤシ リュウノスケ 韮崎工業高校
85kg級 第3位 梶田 秀樹 カジタ ヒデキ 磯子工業高校
85kg級 第3位 与那覇 竜太 ヨナハ リュウタ 浦添工業高校
100kg級 第1位 志喜屋 正明 シキヤ マサアキ 浦添工業高校
100kg級 第2位 園田 新 ソノダ アラタ 日野高校
100kg級 第3位 三好 佑樹 ミヨシ ユウキ 香川中央高校
100kg級 第3位 津田 大健 ツダ ヒロタケ 八幡浜工業高校

※空欄は入賞者なし




