
第74回国民体育大会レスリング競技 県代表選考会（少年の部）  2019/7/13　県立釜利谷高校

55 kg級（グレコローマンスタイル）

No 選手名 1R 準決勝 決勝

小澤 勇太

横浜清陵

武末 海秀 TF 1:35

日大藤沢 TF 5:28 （4-0）

峯　悠 （2-4,0-6）

修悠館 判定 10-4

佐々木 桜空 （2-5,2-5）

日大藤沢 判定 6-5

箭内 央祐 （6-5,0-0）

修悠館 TF 4:16

田中 海成 （0-1,0-8）

磯子工業

60 kg級（フリースタイル）

No 選手名 1R 準決勝 決勝

平岡 大宙

慶応義塾

大西 凛駿 TF 3:59

日大藤沢 TF 1:21 （3-0,8-0）

石塚 七生 （10-0）

修悠館 判定2-1

石澤 誠也 （2-0,0-1）

修悠館 判定 2-9

武山 健太 (0-1,2-8)

修悠館 TF 0:20

河村 幸乃進 （0-10）

修悠館 TF 0:36

宮川 航輔 (0-10)

磯子工業
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第74回国民体育大会レスリング競技 県代表選考会（少年の部）  2019/7/13　県立釜利谷高校

65 kg級（グレコローマンスタイル）

No 選手名 1R 2R 準決勝 決勝

福島 太一

磯子工業

木村 悠一郎 F 2:59

修悠館 判定7-0 （10-0）

瀬戸 郡道 (5-0,2-0) 判定 3-1

修悠館 （1-0,2-1）

田中 悠翔

磯子工業 TF 5:29

安斉 勇気 （0-1,0-8）

磯子工業

関谷 隆太 判定10-6

向上 TF 4:25 （5-7,1-3）

峯田 隆光 (0-2.0-7)

修悠館 TF4:55

梅山　栞 (11-6,6-0)

釜利谷

山崎　優 棄権

修悠館 TF1:33

岸本 貴文 (8-0)

修悠館 判定 4-5

西川 広大 （4-1,0-4）

修悠館

71 kg級（グレコローマンスタイル）

No 選手名 1R 決勝

青柳 裕樹

磯子工業

中山 幸斗 F 3:56

釜利谷 TF 0:37 （2-1,6-0）

山口 耕平 （0-8）

日大藤沢
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80 kg級（フリースタイル）

No 選手名 1R 準決勝 決勝

佐藤 大斗

磯子工業

佐藤 直樹 F 1:17

磯子工業 TF 3:40 （10-0）

荒金 宏遥 （7-14,0-4）

修悠館 TF 4:01

大木　昇 （7-0,6-0）

修悠館 TF 5:24

五嶋 宏行 （2-8,1-6）

釜利谷 F 0:43

磯浜 広大 （2-0）

横浜清陵 TF 3:13

山元 一晃 （4-12,0-4）

修悠館

92 kg級（フリースタイル）

No 選手名 1R 決勝

高田 陸央

横浜清陵

石橋　将 TF 1:59

釜利谷 判定 16-15 （10-0）

板倉 昴輝 （8-9,8-6）

磯子工業

125 kg級（グレコローマンスタイル）

No 選手名 決勝

秋山 真人

磯子工業 F 0:36

仙度 守将 （0-4）

修悠館
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第74回国民体育大会

神奈川県代表選手（少年の部）選考会

2019/7/13　県立釜利谷高校体育館

● 成績一覧表

階級 60kg級 80kg級 92kg級

平岡 大宙 佐藤 大斗 高田 陸央

慶応義塾 磯子工業 横浜清陵

判定 2-1 テクニカルフォール 4:01 テクニカルフォール 1:59

（2-0,0-1） （7-0,6-0） （10-0）

宮川 航輔 五嶋 宏行 石橋　将

磯子工業 釜利谷 釜利谷

大西 凛駿 荒金 宏遥 板倉 昴輝

日大藤沢 修悠館 磯子工業

武山 健太 山元 一晃 #N/A

修悠館 修悠館 #N/A

階級 55kg級 65kg級 71kg級 125kg級

田中 海成 西川 広大 青柳 裕樹 仙度 守将

磯子工業 修悠館 磯子工業 修悠館

判定 10-4 判定 10-6 フォール 3:56 フォール 0:36

（2-5,2-5） （5-7,1-3） （2-1,6-0） （0-4）

小澤 勇太 福島 太一 山口 耕平 秋山 真人

横浜清陵 磯子工業 日大藤沢 磯子工業

峯　悠 安斉 勇気 中山 幸斗 #N/A

修悠館 磯子工業 釜利谷 #N/A

佐々木 桜空 峯田 隆光 #N/A #N/A

日大藤沢 修悠館 #N/A #N/A

※ 空欄は該当者なし。 グレコローマンスタイル

各階級１位は、9月28日～10月1日 茨城県県水戸市「アダストリアみとアリーナ」で行われる本大会の県代表とします。 グレコローマンスタイル
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