
第５９回全国大学選抜相撲宇佐大会

所属大学 監督名 出場順 姓 名 学年 身長 体重 段位

先鋒 城山 聖羅 4 184 160 四段 金沢市立工業高校

二陣 干場 伸介 2 175 165 参段 金沢市立工業高校

中堅 羽出山 将 2 192 145 参段 足立新田高校

副将 深井 拓斗 4 180 145 参段 金沢市立工業高校

大将 重松 龍大 4 175 140 参段 金沢市立工業高校

選手 浅野 凌 4 181 133 参段 学法福島高校

選手 大塔 昂貴 2 178 140 参段 明徳義塾高校

予備登録 角 暦輝 2 177 145 初段 中津東高校

先鋒 神﨑 大河 2 187 133 参段 近畿大学附属高校

二陣 山口 怜央 3 173 130 参段 津島高校

中堅 谷岡 倖志郎 4 180 123 参段 近畿大学附属高校

副将 梅木 竜治郎 2 172 131 弐段 日田林工高校

大将 渡辺 拓 3 171 137 参段 更級農業高校

選手 中西 翔 4 175 136 参段 近畿大学附属高校

選手 長内 孝樹 3 176 120 参段 五所川原農林高校

予備登録 瀧 啓介 4 176 133 参段 近畿大学附属高校

先鋒 丸山 紘史 3 180 130 参段 岐阜農林高校

二陣 志賀 秀登 4 174 130 参段 相馬農業高校

中堅 石川 竜司 4 170 112 参段 高知農業高校

副将 日下 雄斗 3 175 140 参段 小牛田農林高校

大将 山内 裕太 3 183 115 参段 更級農業高校

選手 佐藤 隆史 4 175 116 参段 小牛田農林高校

選手 白山 征篤 3 170 140 参段 三本木農業高校

予備登録 加藤 聖也 3 166 105 参段 小牛田農林高校

先鋒 松園 大成 3 175 125 参段 猶興館高校

二陣 中村 泰輝 1 193 165 弐段 海洋高校

中堅 ﾌﾟﾚﾌﾞｽﾚﾝ ﾃﾞﾙｹﾞﾙﾊﾞﾔﾙ 3 185 150 参段 日体大柏高校

副将 高橋 優太 2 183 143 参段 海洋高校

大将 石崎 拓馬 3 172 115 参段 明徳義塾高校

選手 加藤 順也 4 170 144 参段 岐阜農林高校

選手 ｼｬｸﾞﾀﾞﾙｽﾚﾝ ﾀﾞﾗｲﾊﾞｰﾄﾙ 1 180 134 弐段 新名学園旭丘高校

予備登録 深野 良太 4 168 100 弐段 響高校

先鋒 西川 登輝 3 177 150 参段 埼玉栄高校

二陣 中村 悠星 4 170 150 参段 明徳義塾高校

中堅 菅野 陽太 3 184 155 参段 箕島高校

副将 住木 厳太 2 180 130 参段 野村高校

大将 田中 大介 4 183 180 参段 野村高校

選手 納谷 幸林 4 183 150 参段 埼玉栄高校

選手 是澤 矩史 3 170 140 参段 野村高校

予備登録 齊藤 匡平 3 170 95 参段 平成高校

先鋒 榎波 将史 4 182 140 四段 奥越明成高校

二陣 石岡 弥輝也 2 185 135 参段 鳥取城北高校

中堅 沢田 日登志 4 181 140 参段 埼玉栄高校

副将 宮﨑 麗 3 178 155 参段 埼玉栄高校

大将 竹内 宏晟 3 176 120 参段 鳥取城北高校

選手 佐藤 淳史 3 180 135 参段 金沢学院高校

選手 川副 圭太 2 167 105 参段 文徳高校

予備登録 加藤 翔太 4 175 143 参段 日体大柏高校

安井　和男

齋藤　一雄

中央大学 山口　弘和

日本大学 木﨑　孝之助

日本体育大学

出身校

東洋大学 濱野　文雄

近畿大学 伊東　勝人

東京農業大学
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所属大学 監督名 出場順 姓 名 学年 身長 体重 段位

先鋒 山中 晋也 4 181 122 参段 希望が丘高校

二陣 進藤 庸平 3 180 94 参段 希望が丘高校

中堅 ﾑﾝｸﾊﾞｯﾄ ﾑﾝｸｻｲﾊﾝ 3 192 130 初段 希望が丘高校

副将 末 大輝 2 183 130 初段 福岡魁誠高校

大将 末 陸矢 4 178 122 弐段 福岡魁誠高校

選手 宮崎 龍輝 4 174 132 参段 希望が丘高校

選手 吉永 英司 3 170 100 弐段 北松農業高校

予備登録 吉田 皇 3 170 112 弐段 平舘高校

先鋒 勝呂 隆稀 3 170 120 弐段 箕島高校

二陣 勝呂 歩紀 4 170 150 参段 明大附属中野高校

中堅 ジャミン 2 181 139 初段 日体大柏高校

副将 井田 翔太 2 185 135 参段 箕島高校

大将 山市 大悟 3 170 110 弐段 三本木農業高校

選手 松浦 裕介 3 172 97 参段 平舘高校

選手 斉藤 誠 2 177 101 参段 三本木農業高校

予備登録 星野 旭克 4 175 135 参段 箕島高校

先鋒 藤原 竜平 4 172 105 参段 埼玉栄高校

二陣 佐藤 大地 3 181 120 初段 埼玉栄高校

中堅 篠田 一憲 3 169 122 参段 金沢学院高校

副将 松村 将伍 1 174 140 初段 向の岡工業高校

大将 東 龍輝 4 180 123 参段 文徳高校

選手 宇都宮 愛樹 3 165 110 参段 野村高校

選手 福井 秀三郎 2 173 115 弐段 箕島高校

予備登録 片村 永尚 4 172 95 初段 埼玉栄高校

先鋒 ﾄゥﾙﾄｸﾄﾎ 4 181 138 参段 鳥取城北高校

二陣 村上 輝輔 2 175 117 参段 鳥取城北高校

中堅 田中 宏樹 4 175 135 参段 鳥羽高校

副将 竹林 将太 4 173 105 参段 鳥羽高校

大将 ﾃﾞﾐﾃﾞｼﾞｬﾑﾂ 1 193 128 鳥取城北高校

選手 安井 孝 2 180 155 弐段 愛工大名電高校

選手 山口 遼太朗 1 175 115 弐段 愛工大名電高校

予備登録 川畠 海人 1 179 125 初段 鳥取城北高校

先鋒 奥井 駿介 3 187 120 初段 京都学園高校

二陣 山下 雷樹 3 173 105 弐段 日吉ケ丘高校

中堅 櫻井 数也 4 184 135 弐段 日吉ケ丘高校

副将 大久保 賢一 3 155 62 弐段 日吉ケ丘高校

大将 丹羽 弘宜 4 173 120 参段 市立岐阜商業高校

選手 岩倉 敬弥 2 174 146 参段 富山商業高校

選手 中川 涼 2 175 100 初段 報徳学園高校

予備登録 大西 栄汰 1 168 75 初段 日吉ケ丘高校

先鋒 佐藤 太一 4 167 100 弐段 楊志館高校

二陣 橋本 侑京 4 178 125 参段 足立新田高校

中堅 二見 颯騎 2 175 110 弐段 足立新田高校

副将 長谷川 聖記 3 180 130 参段 愛工大名電高校

大将 浅田 大介 3 175 115 参段 金沢学院高校

選手 鳥居 邦隆 1 170 105 弐段 愛工大名電高校

選手 田太 隆靖 1 177 122 初段 足立新田高校

真利　順一

立命館大学 佐野　芳尚

出身校

拓殖大学

室伏　渉早稲田大学

明治大学 守重　佳昭

同志社大学

黒川　宏次朗

九州情報大学 竹石　洋介


