
階級別入賞者一覧

１位 ２位

稲葉 泰弘 田岡 秀規 森下 史崇 冨田 和秀
警視庁第六機動隊 自衛隊体育学校 茨城県霞ヶ浦高校 自衛隊体育学校

小田 裕之 高塚 紀行 湯元 健一 菊地 憲
国士舘大学 日本大学コーチ ALSOK綜合警備保障 警視庁第六機動隊

池松 和彦 佐藤 吏 藤本 浩平 森川 一樹
福岡大学助手 ALSOK綜合警備保障 警視庁第六機動隊 山梨学院大学

長島 和幸 高橋 龍太 萱森 浩輝 鈴木 崇之
クリナップ 自衛隊体育学校 新潟県央工業高校教員 警視庁第六機動隊

松本 真也 山本 悟 鈴木 聖二 門間 順輝
警視庁第六機動隊 岡山県新見高校教員 専修大学 秋田県体育協会

磯川 孝生 坂本 憲蔵 下屋敷 圭貴 宮路 高行
徳山大学職員 自衛隊体育学校 NEWS DERI 第一建設工業

下中 隆広 荒木田 進謙 相澤 優人 髙林 努
国士舘大学大学院 専修大学 日本大学 ミヨシ商事

３位

84kg

96kg

120kg

55kg

60kg

74kg

66kg

フリースタイル

天皇陛下御在位２０年記念

天皇杯
平成２１年度 全日本レスリング選手権大会



階級別入賞者一覧

１位 ２位

長谷川 恒平 峯村 亮 梶 雅晴 村田 知也
福一漁業 神奈川大学事務職員 山梨学院大学 三重県立久居高校教員

松本 隆太郎 笹本 睦 倉本 一真 谷岡 泰幸
群馬ヤクルト販売 ALSOK綜合警備保障 山梨学院大学 自衛隊体育学校

清水 博之 藤村 義 加藤 和弥 岡本 佑士
自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 早稲田大学 拓殖大学

鶴巻 宰 角 功介 葛西 直人 武富 隆
自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 自衛隊体育学校 早稲田大学

齋川 哲克 伊藤 諒 天野 雅之 尾曲 伸乃祐
両毛ヤクルト販売 自衛隊体育学校 中央大学 青山学院大学

北村 克哉 山本 雄資 藤本 健治 森 保弘
FEG 警視庁 拓殖大学 三重県立朝明高校教員

新庄 寛和 中村 淳志 沢田 直樹 平川 臣一
自衛隊体育学校 カンサイ 山口県レスリング協会 専修大学

平成２１年度 全日本レスリング選手権大会

60kg

74kg

84kg

96kg

66kg

３位

55kg

120kg

グレコローマンスタイル

天皇陛下御在位２０年記念

天皇杯



階級別入賞者一覧

１位 ２位

坂本 真喜子 三村 冬子 阿部 千波 鈴木 美織
自衛隊体育学校 日本大学 愛知県至学館高校 東京都安部学院高校

甲斐 友梨 伊調 千春 大山 礼佳 桜井 宏美
アイシン・エィ・ダブリュ ALSOK綜合警備保障 中京女子大学 代々木クラブ

吉田 沙保里 松川 知華子 新井 千明 坂上 嘉津季
ALSOK綜合警備保障 ジャパンビバレッジ 早稲田大学 愛知県至学館高校

正田 絢子 山名 慧 佐藤 文香 伊藤 友莉香
京都府網野高校教員 アイシン・エィ・ダブリュ 中京女子大学 環太平洋大学

伊調 馨 西牧 未央 工藤 佳代子 山本 聖子
ALSOK綜合警備保障 中京女子大学 自衛隊体育学校 スポーツビズ

新海 真美 飯島 千晶 吉元 清香 橋本 千紘
アイシン・エィ・ダブリュ 日本大学 環太平洋大学 東京都安部学院高校

浜口 京子 井上 佳子 新井 明恵 鈴木 博恵
ジャパンビバレッジ 中京女子大学 群馬県富岡実業高校 立命館大学

平成２１年度 全日本レスリング選手権大会
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天皇陛下御在位２０年記念

天皇杯

女子レスリング


