
入賞者一覧

最優秀選手 14 15 5 6 7

平成２２年度全国高等学校体育大会レスリング競技

個人対抗戦
入賞者 一覧三笠宮賜杯第５６回全国高等学校レスリング選手権大会

最優秀 選手
美ら島沖縄総体2010 レスリング競技 平成２２年８月２日～５日

石垣市総合体育館メインアリーナ

優勝 準優勝 3位 5位

50㎏

やまさき　たつや たかたに　だいち いとう　ゆう あべ　ひろたか かがわ　ともひこ おおの　たかし てらお　ひろゆき やまざき　たくま

山﨑　達哉 高谷　大地 伊藤　優 阿部　宏隆 香川　智彦 大野　貴士 寺尾浩幸 山﨑　拓馬
じゆうがおかがくえん　こうとうがっこう あみの　こうとうがっこう しまばら　こうとうがっこう かしまがくえん　こうとうがっこう そえかみ　こうとうがっこう にほんぶんりだいがくふぞく　こうとうがっこう ひろしまこくさいがくいん　こうとうがっこう ひりゅう　こうとうがっこう

広島国際学院高等学校 広島県 飛龍高等学校 静岡県

55kg

たかはし　ゆうき にしやま　りょうだい くろさわ　しょう なかの　しょうた わだ　けんたろう

鹿島学園高等学校 茨城県 添上高等学校 奈良県 日本文理大学附属高等学校 大分県自由ヶ丘学園高等学校 東京都 網野高等学校 京都府 島原高等学校 長崎県
きんじょう　きりゅう のだ　きよたか まつざわりきや

高橋　侑希 西山　凌代 黒澤　翔 中野　晶太 和田　健太郎 金城　希龍 野田　清孝 松澤力也
いなべそうごうがくえん　こうとうがっこう たかまつきた　こうとうがっこう かしまがくえん　こうとうがっこう やいづちゅうおう　こうとうがっこう かのやちゅうおう　こうとうがっこう うらそえこうぎょう　こうとうがっこう みい　こうとうがっこう　　 きたさくのうぎょう　こうとうがっこう

三井高等学校 福岡県 北佐久農業高等学校 長野県

60kg

くわばら　まこと かもい　まさかず ふるや　かずき かわせ　かつよし やまもと　けんじ

焼津中央高等学校 静岡県 鹿屋中央高等学校 鹿児島県 浦添工業高等学校 沖縄県いなべ総合学園高等学校 三重県 高松北高等学校 香川県 鹿島学園高等学校 茨城県
おおすみ　しょう いのうえ　まさひろ いけだ　まさる

桑原　諒 鴨居　正和 古谷　和樹 川瀬　克祥 山本　健二 大角　　　翔 井上　征洋 池田　智
ひりゅう　こうとうがっこう かがわちゅうおう　こうとうがっこう かすみがうら　こうとうがっこう いなべそうごうがくえん　こうとうがっこう きんきだいがくふぞく　こうとうがっこう りっとう　こうとうがっこう いくえい　こうとうがっこう きょうとやわた　こうとうがっこう

育英高等学校 兵庫県 京都八幡高等学校 京都府

66kg

ほさか　けん まつだ　けんご しまだ　だいすけ しんかわ　たけや かめい　はやと

いなべ総合学園高等学校 三重県 近畿大学附属高等学校 大阪府 栗東高等学校 滋賀県飛龍高等学校 静岡県 香川中央高等学校 香川県 霞ヶ浦高等学校 茨城県
みやぎ　たつし ながさきひろき かわむら　けんた

保坂　健 松田　健悟 嶋　田　大　育 新川　武弥 亀井　駿斗 宮城　辰司 長﨑宏樹 川村　健太
さいたまさかえ　こうとうがっこう あきたしょうぎょう　こうとうがっこう あおもりしょうぎょう　こうとうがっこう あみの　こうとうがっこう のだちゅうおう　こうとうがっこう うらそえこうぎょう　こうとうがっこう うえだにし　こうとうがっこう ひりゅう　こうとうがっこう

上田西高等学校 長野県 飛龍高等学校 静岡県

74kg

さかもと　ゆうた やまはら　けんた たきざわ　れんたろう どい　しょうま きむらまさき
網野高等学校 京都府 野田中央高等学校 千葉県 浦添工業高等学校 沖縄県埼玉栄高等学校 埼玉県 秋田商業高等学校 秋田県 青森商業高等学校 青森県

かねみつ　てるあき たけうち　なおと はまぐち　ゆうし

坂本　悠太 山原　健太 瀧澤　廉太郎 土井　翔馬 木村政貴 金光　輝明 武内　直斗 濱口　祐志
かすみがうら　こうとうがっこう きょうとやわた　こうとうがっこう ほくえつ　こうとうがっこう ひの　こうとうがっこう たてばやし　こうとうがっこう いくえい　こうとうがっこう ひりゅう　こうとうがっこう とば こうとうがっこう

飛龍高等学校 静岡県 鳥羽高等学校 三重県

84kg

まつの　ゆうや しらいし　りょう かめやまあきひろ よなは　りゅうた さとう　ようへい 
日野高等学校 滋賀県 館林高等学校 群馬県 育英高等学校 兵庫県霞ヶ浦高等学校 茨城県 京都八幡高等学校 京都府 北越高等学校 新潟県

かけや　りょうすけ さくらば　まさよし ささがわ　ひさし

松野　裕也 白石　　涼 亀山晃寛 与那覇　竜太 佐藤　陽平 掛谷　亮輔 櫻庭　正義 笹川　久志
かすみがうら　こうとうがっこう やちよしょういん　こうとうがっこう おおいずみ　こうとうがっこう うらそえこうぎょう　こうとうがっこう やいづちゅうおう　こうとうがっこう かさおかこうぎょう　こうとうがっこう あきたしょうぎょう　こうとうがっこう しろね　こうとうがっこう

秋田商業高等学校 秋田県 白根高等学校 新潟県

96kg

やまもと　こうき しきや　まさあき もり　ゆうき とつか　まこと ほし　しょうや

浦添工業高等学校 沖縄県 焼津中央高等学校 静岡県 笠岡工業高等学校 岡山県霞ヶ浦高等学校 茨城県 八千代松陰高等学校 千葉県 大泉高等学校 群馬県
おおひら　とうま みよし　ゆうき おさ　ともひろ

山本　康稀 志喜屋　正明 森　祐貴 戸塚　　誠 星　翔也 大平　統馬 三好　佑樹 長　知宏
はなさきとくはる　こうとうがっこう　　 うらそえこうぎょう　こうとうがっこう ぎなんこうぎょう　こうとうがっこう さくらみなみ　こうとうがっこう たじま　こうとうがっこう たかまつのうぎょう　こうとうがっこう かがわちゅうおう　こうとうがっこう かすみがうら　こうとうがっこう

香川中央高等学校 香川県 霞ヶ浦高等学校 茨城県

120kg

まえかわ　しょうり うの　のぶゆき とうやま　たかふみ もてぎ　かずひろ かくはら　かつき
佐倉南高等学校 千葉県 田島高等学校 福島県 高松農業高等学校 岡山県花咲徳栄高等学校 埼玉県 浦添工業高等学校 沖縄県 岐南工業高等学校 岐阜県

みやぐに　ゆうた やまもと　しんや むらかみ　けいじ

前川　勝利 宇野信之 遠山　貴文 茂木　一浩 角原　克己 宮國　雄太 山本　晋也 村上　佳児
かすみがうら　こうとうがっこう おきようご　がっこう ぎなんこうぎょう　こうとうがっこう あしかがこうぎょうだいがくふぞく　こうとうがっこう いながわ　こうとうがっこう うらそえこうぎょう　こうとうがっこう はなさきとくはる　こうとうがっこう　　 ほくりょう　こうとうがっこう

山﨑　達哉 東京都 自由ヶ丘学園高等学校

花咲徳栄高等学校 埼玉県 北稜高等学校 熊本県

やまさき　たつや じゆうがおかがくえん　こうとうがっこう

足利工業大学附属高等学校 栃木県 猪名川高等学校 兵庫県 浦添工業高等学校 沖縄県霞ヶ浦高等学校 茨城県 隠岐養護学校 島根県 岐南工業高等学校 岐阜県


