
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

男子ジュニアの部：　フリ－スタイル
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

50kg級 第1位 山﨑 拓馬 ヤマザキ タクマ 飛龍高校
50kg級 第2位 竹田 展大 タケダ ノリヒロ 専修大学
50kg級 第3位 橋本 正樹 ハシモト マサキ 天理大学
50kg級 第3位 糸数 誠也 イトカズ セイヤ 北部農林高校
55kg級 第1位 矢後 匡平 ヤゴ キョウヘイ 日本大学
55kg級 第2位 入江 真司 イリエ シンジ 国士舘大学
55kg級 第3位 守田 将弘 モリタ マサヒロ 徳山大学
55kg級 第3位 桑木 黎 クワキ レイ 中京学院大学
60kg級 第1位 鈴木 康寛 スズキ ヤスヒロ 拓殖大学
60kg級 第2位 柏木 健太 カシワギ ケンタ 早稲田大学
60kg級 第3位 入江 清志 イリエ キヨシ 日本大学
60kg級 第3位 高橋 功紀 タカハシ コウキ 山梨学院大学
66kg級 第1位 田中 幸太郎 タナカ コウタロウ 早稲田大学
66kg級 第2位 長谷川 公俊 ハセガワ キミトシ 神奈川大学
66kg級 第3位 佐藤 仁貴 サトウ マサキ 神奈川大学
66kg級 第3位 安藤 達也 アンドウ タツヤ 国士舘大学
74kg級 第1位 葈澤 謙 カラムシザワ ケン 国士舘大学
74kg級 第2位 嶋田 裕大 シマダ ユウダイ 国士舘大学
74kg級 第3位 北村 公平 キタムラ コウヘイ 早稲田大学
74kg級 第3位 高杉 遼介 タカスギ リョウスケ 山梨学院大学
84kg級 第1位 殿村 幸城 トノムラ コウキ 早稲田大学
84kg級 第2位 細谷 翔太朗 ホソヤ ショウタロウ 日本大学
84kg級 第3位 倉﨑 智大 クラサキ トモヒロ 徳山大学
84kg級 第3位 加藤　 敬典 カトウ タカノリ 中京学院大学
96kg級 第1位 馬場 貴大 ババ タカヒロ 専修大学
96kg級 第2位 金澤 勝利 カナザワ カツトシ 山梨学院大学
96kg級 第3位 山本 竜司 ヤマモト リュウジ 拓殖大学
96kg級 第3位 横井 健人 ヨコイ タケト 中京学院大学
120kg級 第1位 岡 倫之 オカ トモユキ 日本大学
120kg級 第2位 村木 孝太郎 ムラキ コウタロウ 拓殖大学
120kg級 第3位 岩宮 亜貴彦 イワミヤ アキヒコ 徳山大学
120kg級 第3位 坂元 将悟 サカモト ショウゴ 東洋大学

※空欄は入賞者なし



男子ジュニアの部：　グレコローマンスタイル
階級 順位 選手名 ふりがな 所属

50kg級 第1位 合谷 成喜 ゴウヤ セイキ 日本文理大学
50kg級 第2位 水野 颯 ミズノ ハヤテ 法政大学
50kg級 第3位 山本 大地 ヤマモト ダイチ 南四国総合警備保障
50kg級 第3位 河野 裕太 コウノ ユウタ 香川中央高校
55kg級 第1位 青木 成樹 アオキ マサキ 青山学院大学
55kg級 第2位 大用 真郷 オオヨウ マサト 専修大学
55kg級 第3位 佐々木 晋 ササキ シン 拓殖大学
55kg級 第3位 十河 勇児 ソゴウ ユウジ 拓殖大学
60kg級 第1位 川村 悠人 カワムラ ユウト 国士舘大学
60kg級 第2位 山口 優 ヤマグチ スグル 徳山大学
60kg級 第3位 梅木 優輝 ウメキ ユウキ 法政大学
60kg級 第3位 鈴木 将斗 スズキ マサト 明治大学
66kg級 第1位 花山 和寛 ハナヤマ カズヒロ 早稲田大学
66kg級 第2位 高井 紳之助 タカイ シンノスケ 国士舘大学
66kg級 第3位 大川 太一 オオカワ タイチ 徳山大学
66kg級 第3位 北村 龍 キタムラ リュウ 拓殖大学
74kg級 第1位 福田 翼 フクダ ツバサ 拓殖大学
74kg級 第2位 山口 高幸 ヤマグチ タカユキ 徳山大学
74kg級 第3位 池澤 峻介 イケザワ シュンスケ 専修大学
74kg級 第3位 加賀屋 庸一朗 カガヤ ヨウイチロウ 国士舘大学
84kg級 第1位 横澤 徹 ヨコサワ トオル 拓殖大学
84kg級 第2位 奥田 啓介 オクダ ケイスケ 拓殖大学
84kg級 第3位 松林 和宏 マツバヤシ カズヒロ 神奈川大学
84kg級 第3位 菊池 凌 キクチ リョウ 青山学院大学
96kg級 第1位 大坂 昂 オオサカ アキラ 早稲田大学
96kg級 第2位 赤嶺 希 アカミネ ノゾム 青山学院大学
96kg級 第3位 森本 慧伍 モリモト ケイゴ 九州共立大学
96kg級 第3位 桜井 聡紀 サクライ トシキ 中央大学
120kg級 第1位 前川 勝利 マエカワ ショウリ 霞ヶ浦高校
120kg級 第2位 原口 卓也 ハラグチ タクヤ 山梨学院大学
120kg級 第3位 渡邊 駿 ワタナベ シュン 明治大学
120kg級 第3位 谷田 昇大 タニダ マサヒロ 拓殖大学

※空欄は入賞者なし




