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平成 28年度

レスリング専門部報告書
H28.11～ H29.10

また、新しい世代がスタートしました。活動してい

る学校は二校、鳥栖工業高校と鹿島実業高校である。

これまで活躍した三年生が引退し、残された一,二年
生が各校の伝統を引き継ぐことになった。ここでは、

平成 28年 11月の県新人大会から平成 29年 10月の国
民体育大会までの間の県内選手の活躍について記す。

また、高体連専門部の役員も四月段階で人事異動に

より一新された。専門部長は昨年に引き続き鳥栖工業

高校長の山口光一郎先生、そして専門委員長は鳥栖工

業高校の橋本喜晴が一昨年より返り咲きとなった。下

記に今年度の高体連の役員を示す。

専 門 部 長 山口光一郎(鳥栖工業高校)

専門委員長 橋本 喜晴(鳥栖工業高校)

専 門 委 員 松尾 秀二(鹿島実業高校・監督)

専 門 委 員 小柴 健二(鳥栖工業高校・監督)

専 門 委 員 杉本 泰彦(鹿島実業高校)

平成２８年度

佐賀県高等学校レスリング新人選手権大会
日時：H28.11.3
場所：鹿島実業学校

今年の新人戦は、鹿島実業高校は３年生が引退した

後、１，２年生の部員の数が少なく全階級に配置する

ことができず、学校対抗戦も５階級で対戦することに

なった。しかし、昨年のような鳥栖工業高校の 7:0 で
の完勝とはならず、今年の乱戦を予感させるものだっ

た。個人対抗戦は８階級中７階級１位と鳥栖工業の活

躍が目立った。女子の参加もあった。平成 29 年 2 月
に長崎県島原市で実施される九州大会に学校対抗戦は

１，２位のチーム、個人対抗戦で県内６位まで、同校

同階級での選手は２名まで参加できる。

<学校対抗戦>

鳥栖工業高校 ◯ 5 - 2 ✖ 鹿島実業高校

<個人対抗戦>

男 子

50kg級 第 1位 江下和希 鳥栖工業

第 2位 谷口将樹 鹿島実業

55kg級 第 1位 井上勇太朗 鳥栖工業

第 2位 池田克輝 鹿島実業

第 3位 森田龍之介 鹿島実業

60kg級 第 1位 小柴亮太 鳥栖工業
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第 2位 北村元気 鹿島実業

第 3位 大園悠悟 鹿島実業

66kg級 第 1位 諏訪間新之亮 鳥栖工業

第 2位 草野竜平 鹿島実業

第 3位 大園涼太 鹿島実業

74kg級 第 1位 青木竜也 鹿島実業

第 2位 松枝旋吏 鳥栖工業

第 3位 江口 凌 鹿島実業

84kg級 第 1位 中村亜靖 鳥栖工業

96kg級 第 1位 田中陸公 鳥栖工業

120kg級 第 1位 牟田捷人 鳥栖工業

女 子

53kg級 第 1位 櫻井菜々 鳥栖工業

平成２８年度

JOC ジュニアオリンピックレスリング九州ブロック
予選会

兼

第 27回ひむか杯九州予選会

日時 : H28.12.25～ 12.26
場所 : 宮崎県総合青少年センター体育館

この大会は九州各県よりすべての選手が参加できる

大会で、ジュニア、カデットのフリーおよびグレコの

各階級の試合が行われる。会場は毎年固定で、宮崎県

総合青少年センター体育館にお世話になっている。こ

の大会においてカデットのベスト４、ジュニアの優勝

者は 4 月に行われる JOC ジュニアオリンピックの出
場権を得る。学校対抗戦は出場者の上位入賞者の得点

により決定する。

大会の後、NTS の合宿が行われる。選手はそのま
ま青少年センターに宿泊し、強化合宿が行われる。

<個人対抗戦>

【ジュニア・フリー】

50kg級 第 1位 江下和希 鳥栖工業

55kg級 第 2位 北村元気 鹿島実業

60kg級 第 1位 小柴亮太 鳥栖工業

96kg級 第 2位 中村亜靖 鳥栖工業

【カデット・フリー】

69kg級 第 1位 諏訪間新之亮 鳥栖工業

76kg級 第 3位 松枝旋吏 鳥栖工業

85kg級 第 2位 田中陸公 鳥栖工業

【ジュニア・グレコ】

50kg級 第 2位 江下和希 鳥栖工業

55kg級 第 2位 北村元気 鹿島実業

60kg級 第 1位 小柴亮太 鳥栖工業

96kg級 第 1位 中村亜靖 鳥栖工業



- 3 -

【カデット・グレコ】

69kg級 第 1位 諏訪間新之亮 鳥栖工業

76kg級 第 1位 松枝旋吏 鳥栖工業

平成２８年度

全九州高等学校レスリング新人選手権大会

(第 60回風間杯全国高等学校選抜レスリング大会
九州ブロック大会)

日時 : H29.2.4(土)～ 2.5(日)
場所 : 長崎県島原復興アリーナ

各県で行われた新人大会の結果で、出場権が得られ

る。学校対抗戦は１，２位のチーム、個人対抗戦で県

内６位まで、同校同階級での選手は２名まで参加でき

る。

ここでベスト８に入れば３月末に新潟市で実施され

る選抜大会に出場できる。

＜学校対抗戦＞

鳥栖工業高校 ････ 第３位

1回戦 鳥栖工業○ － ×津久見(大分)

2回戦 鳥栖工業○ － ×宮崎日大（宮崎)

準決勝 鳥栖工業× － ○鹿屋中央（鹿児島)

鹿島実業高校

1回戦 鹿島実業× － ○日本文理大附(大分)

＜個人対抗戦＞

50kg級
1回戦 谷口将樹 鹿実 ○－× 田島龍司 玉名工業

2回戦 谷口将樹 鹿実 ×－○ 比嘉凱斗 浦添工業

2回戦 江下和希 鳥工 ×－○ 輿那嶺琉馬 北部農林

55kg級
1回戦 高柳京之介 鳥工 ○－× 志水颯太 築城西

2回戦 高柳京之介 鳥工 ×－○ 森下悠希 済々黌

60kg級････小柴涼太（鳥工）優勝，北村元気（鹿実）3位
1回戦 小柴涼太 鳥工 ○－× 一政颯兵 宮崎日大

2回戦 小柴涼太 鳥工 ○－× 西村龍二 小川工業

準々決 小柴涼太 鳥工 ○－× 田縁貴大 小倉商業

準決勝 小柴涼太 鳥工 ○－× 田中春樹 玉名工業

決勝 小柴涼太 鳥工 ○－× 橋本琉雅 文理大附

1回戦 北村元気 鹿実 ○－× 牧山 零 鹿屋中央

2回戦 北村元気 鹿実 ○－× 寺田凉介 島原工業

準々決 北村元気 鹿実 ○－× 吉村興貴 宮崎日大

準決勝 北村元気 鹿実 ×－○ 橋本琉雅 文理大附
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66kg級
2回戦 諏訪間新之亮 鳥工 ×－○ 吉永信太郎 玉名工業

1回戦 大園涼太 鹿実 ×－○ 川内康優 島原工業

74kg級
1回戦 松枝旋吏 鳥工 ○－× 外村聡太郞 宮崎日大

2回戦 松枝旋吏 鳥工 ×－○ 荒木和希 玉名工業

2回戦 青木竜也 鹿実 ○－× 鬼塚勇斗 日向学院

準々決 青木竜也 鹿実 ×－○ 荒木和希 玉名工業

84kg級
2回戦 中村亜靖 鳥工 ○－× 平山宜久 樟南

準々決 中村亜靖 鳥工 ○－× 宮田七星 築上西

準決勝 中村亜靖 鳥工 ×－○ 大津拓馬 島原

96kg級
1回戦 田中陸公 鳥工 ○－× 松島由煕弘 済々黌

2回戦 田中陸公 鳥工 ×－○ 川崎大輝 福島

120kg級
1回戦 牟田捷人 鳥工 ×－○ 大栄拓摩 樟南

平成２８年度

全国高等学校レスリング選抜レスリング大会

(第 60回風間杯全国高等学校選抜レスリング大会）

日時 : H29.3.27(月)～ 3.29(水)
場所 : 新潟市体育館

この大会は全九州新人大会で、学校対抗戦および個

人対抗戦とも各ブロックでベスト８に入った選手に出

場権が与えられる。学校対抗戦は鳥栖工業高校が６年

連続で出場している。出場校は強豪がひしめき合って

いる。

＜学校対抗戦＞

鳥栖工業高校

1回戦 鳥栖工業○ － ×いなべ総合学園(三重)

2回戦 鳥栖工業× － ○和歌山北（和歌山)

＜個人対抗戦＞

60kg級
2回戦 小柴涼太 鳥工 ○－× 浅沼 竜 盛岡工業

3戦戦 小柴涼太 鳥工 ○－× 友田優葵 帯広北

準々決 小柴涼太 鳥工 ×－○ 小川航大 八戸工大第一

60kg級
1回戦 北村元気 鹿実 ×－○ 岸田宝來 興國
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74kg級
1回戦 青木竜也 鹿実 ○－× 長谷川大晟 福男農林

2回戦 青木竜也 鹿実 ×－○ 伊藤朱里 網野

84kg級
1回戦 中村亜靖 鳥工 ○－× 佐藤優輔 東京学館新潟

2回戦 中村亜靖 鳥工 ×－○ 山田修太郎 秋田商業

96kg級
1回戦 田中陸公 鳥工 ×－○ 佐川 健 磯子工業

平成２８年度

JOC ジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア
レスリング選手権大会

日時 : H29.4.22～ 4.23
場所 : 横浜文化体育館

前年 12 月末に宮崎県で行われた JOC ジュニアオリ
ンピック九州ブロック大会で、カデットはベスト４、

ジュニアは優勝者が出場できる。鳥栖工業高校の荒木

瑞生は中学時に出場権を得ている。この大会で男子カ

デット・グレコ 42kg 級で荒木瑞樹（鳥工）は優勝を
果たし、アテネ（ギリシア）で行われる世界大会に駒

を進めた。

【男子カデット・グレコ 42kg級】
荒木瑞樹（鳥工）････････････優勝

世界大会に出場

【男子カデット・グレコ 76kg級】
松枝旋吏 （鳥工）････････････５位

【男子ジュニア・グレコ 50kg級】
江下和希 （鳥工）････････････５位

【男子ジュニア・グレコ 60kg級】
小柴亮太 （鳥工）････････････５位

平成２９年度

全国高等学校総合体育大会レスリング競技佐賀県大会

日時 : H29.6.3
場所 : 鹿島実業学校

まさに新時代の幕開けである。４月に新体制が固ま

り、県内２校がそれぞれの名誉をかけて凌ぎを削る大

会が始まった。大会はフリースタイルのみで行われる。

<学校対抗戦>

鳥栖工業高校 ◯ 5 - 2 ✖ 鹿島実業高校
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<個人対抗戦>

男子

50kg級 第 1位 谷口将樹 鹿島実業

第 2位 江下和希 鳥栖工業

第 3位 荒木瑞樹 鳥栖工業

55kg級 第 1位 井上勇建朗 鳥栖工業

第 2位 池田克輝 鹿島実業

第 3位 森田龍之介 鹿島実業

60kg級 第 1位 小柴亮太 鳥栖工業

第 2位 大園悠悟 鹿島実業

第 3位 森田龍之介 鹿島実業

66kg級 第 1位 諏訪間新之亮 鳥栖工業

第 2位 草野竜平 鹿島実業

第 3位 大園涼太 鹿島実業

74kg級 第 1位 松枝旋吏 鳥栖工業

第 2位 青木竜也 鹿島実業

第 3位 江口 凌 鹿島実業

84kg級 第 1位 中村亜靖 鳥栖工業

第 2位 北村勇気 鹿島実業

第 3位 上村郁人 鳥栖工業

96kg級 第 1位 田中陸公 鳥栖工業

第 2位 芹川力亜 鹿島実業

120kg級 第 1位 牟田捷人 鳥栖工業

女子

56kg級 第 1位 櫻井菜々 鳥栖工業

平成２９年度

第 58回全九州高等学校レスリング競技大会

日時 : H29.6.17～ 6.18
場所 : 宮崎県体育館

この大会は、県総体で準優勝までの団体・個人に出

場権が与えられる。学校対抗戦は鳥栖工業高校・鹿島

実業高校ともに出場した。鳥栖工業高校は圧倒的な力

を発揮し、昨年に続き第 3位に入った。個人対抗戦は
優勝者こそいなかったが、準優勝者 2 名、3 位が 3 名
と健闘した。鳥工の小柴はこのところ 3連勝中だった
田縁（小倉商業）に惜敗した。

＜学校対抗戦＞

鳥栖工業高校 ････ 第３位

1回戦 鳥栖工業○ － ×小倉商業(福岡)

準々決 鳥栖工業○ － ×島原（長崎)

準決勝 鳥栖工業× － ○日本文理大附（大分)

鹿島実業高校

1回戦 鹿島実業× － ○鹿屋中央(鹿児島)
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＜個人対抗戦＞

50kg級
1回戦 谷口将樹 鹿実 ○－× 眞境名俊耶 浦添工業

準々決 谷口将樹 鹿実 ×－○ 瀬ノ口 巧 福島

1回戦 江下和希 鳥工 ×－○ 鈴木翔也 日文大附

55kg級･･･････････北村元気（第3位）
1回戦 北村元気 鹿実 ○－× 濵﨑颯太 日文大附

準々決 北村元気 鹿実 ○－× 萩原健太 宮崎工業

準決勝 北村元気 鹿実 ×－○ 荒垣將吾 北部農林

1回戦 井上勇建郎 鳥工 ×－○ 上田尋也 玉名工業

60kg級･･･････････小柴亮太（準優勝）
1回戦 小柴亮太 鳥工 ○－× 田中幸樹希 樟南

準々決 小柴亮太 鳥工 ○－× 岡田隼季節 島原

準決勝 小柴亮太 鳥工 ○－× 橋本海人 日文大附

決勝 小柴亮太 鳥工 ×－○ 田縁真大 小倉商業

1回戦 大園悠悟 鹿実 ×－○ 牧山 零 鹿屋中央

66kg級･･･････････諏訪間新之亮（準優勝）
1回戦 諏訪間新之亮 鳥工 ○－× 山下 善 三井

準々決 諏訪間新之亮 鳥工 ○－× 早川耐我 樟南

準決勝 諏訪間新之亮 鳥工 ○－× 田中春輝 玉名工

決勝 諏訪間新之亮 鳥工 ×－○ 大野恵太郎 玉名工

1回戦 草野竜平 鹿実 ×－○ 大野恵太郎 玉名工

74kg級･･･････････青木竜也（第3位）
1回戦 青木竜也 鹿実 ○－× 結城隆登 築上西

準々決 青木竜也 鹿実 ○－× 宮野京介 島原工業

準決勝 青木竜也 鹿実 ×－○ 板野秀尭 鹿屋中央

1回戦 松枝旋吏 鳥工 ○－× 矢野寛大 宮崎農業

準々決 松枝旋吏 鳥工 ×－○ 荒木和希 玉名工業

84kg級･･･････････中村亜靖（第3位）
1回戦 中村亜靖 鳥工 ○－× 喜多康介 島原

準々決 中村亜靖 鳥工 ○－× 梶野匠皇 津久見

準決勝 中村亜靖 鳥工 ×－○ 河津佑季 玉名工業

96kg級
1回戦 芹川力亜 鹿実 ×－○ 西 大悟 樟南

1回戦 田中陸公 鳥工 ○－× 川野優貴 佐伯豊南

準々決 田中陸公 鳥工 ×－○ 吉村海里 鹿屋中央

120kg級
1回戦 牟田捷人 鳥工 ○－× 渡口妃龍 北部農林

準々決 牟田捷人 鳥工 ×－○ 境 晟道 宮崎工業
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女子 56kg級･････第３位(２位まで全校大会へ）
1回戦 櫻井菜々 鳥工 ○－× 谷川智巳 日文大附

準決勝 櫻井菜々 鳥工 ×－○ 石川愛海 樟南

平成２９年度

国民体育大会 佐賀県選考会

日時 : H29.7.8
場所 : 鹿島実業高校

10 月 7 日から 10 日まで行われる愛媛国体に参加す
る選手を選考するために予選会を実施した。今年から

フリースタイルおよびグラコローマンスタイル別々に

試合を行い、個々の適性を見ることとなった。もちろ

んこの成績だけで選手を決定するのではなく、これま

での実績、合宿での状況を見て決定される。

【50kg級・フリースタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 谷口 将樹 鹿実 ２ 3
２ 荒木 瑞生 鳥工 １ 2
３ 江下 和希 鳥工 ３ 2
４ 鐘ヶ江 直也 鳥工 １ 0

【55kg級・フリースタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 北村 元気 鹿実 ３ 12
２ 井上 勇建朗 鳥工 ２ 8
３ 高栁 京之介 鳥工 ２ 4
４ 緒方 誠人 鳥工 １ 0

【60kg級・フリースタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 小柴 亮太 鳥工 ３ 20
２ 池田 克輝 鹿実 ３ 17
３ 大園 悠悟 鹿実 ３ 12
４ 森田 竜之介 鹿実 ２ 8
５ 中嶋 敬哉 鳥工 １ 4
６ 草野 竜平 鹿実 ３ 0

【74kg級・フリースタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 諏訪間 新之亮 鳥工 ２ 20
２ 青木 竜也 鹿実 ３ 15
３ 北村 勇気 鹿実 １ 13
４ 大園 涼太 鹿実 ２ 8
５ 江口 凌 鹿実 ２ 4
６ 古賀 匠海 鳥工 １ 1
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【84kg級・フリースタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 田中 陸公 鳥工 ２ 12
２ 芹川 力亜 鹿実 １ 12
３ 松枝 旋吏 鳥工 ２ 12
４ 上村 郁人 鳥工 １ 4
５ 森田 海心 鹿実 １ 0

【96kg級・フリースタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 中村 亜靖 鳥工 ３

【120kg級・フリースタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 牟田 捷人 鳥工 ３

【50kg級・グレコローマンスタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 谷口 将樹 鹿実 ２ 12
２ 荒木 瑞生 鳥工 １ 7
３ 江下 和希 鳥工 ３ 5
４ 鐘ヶ江 直也 鳥工 １ 0

【55kg級・グレコローマンスタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 北村 元気 鹿実 ３ 12
２ 井上 勇建朗 鳥工 ２ 8
３ 高栁 京之介 鳥工 ２ 4
４ 緒方 誠人 鳥工 １ 0

【60kg級・グレコローマンスタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 小柴 亮太 鳥工 ３ 20
２ 大園 悠悟 鹿実 ３ 16
３ 森田 竜之介 鹿実 ２ 13
４ 池田 克輝 鹿実 ３ 9
５ 中嶋 敬哉 鳥工 １ 4
６ 草野 竜平 鹿実 ３ 0

【74kg級・グレコローマンスタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 諏訪間 新之亮 鳥工 ２ 20
２ 青木 竜也 鹿実 ３ 16
３ 大園 涼太 鹿実 ２ 12
４ 江口 凌 鹿実 ２ 9
５ 古賀 匠海 鳥工 ２ 4
６ 北村 勇気 鹿実 ２ 0
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【84kg級・グレコローマンスタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 芹川 力亜 鹿実 １ 16
２ 松枝 旋吏 鳥工 ２ 12
３ 田中 陸公 鳥工 ２ 8
４ 上村 郁人 鳥工 １ 4
５ 森田 海心 鹿実 １ 1

【96kg級・グレコローマンスタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 中村 亜靖 鳥工 ３

【120kg級・グレコローマンスタイル】

順位 氏名 学校 学年 勝ち点

１ 牟田 捷人 鳥工 ３

平成２９年度

全国高等学校総合体育大会レスリング競技

三笠宮杯

第 64回全国高等学校レスリング選手権大会

日時 : H29.7.30～ 8.2
場所 : 山形県上野市

三友エンジニア文化センター

この大会は 6月に実施された県総体の団体・個人の
優勝者が出場できる大会である。学校対抗戦で県代表

として出場した鳥栖工業高校は 1回戦で強豪・網野高
校に 3:4の僅差で敗れた。個人対抗戦では 60kg級で
は小柴亮太（鳥工）が準優勝、66kg 級の諏訪間新之
亮（鳥工）が 5位と健闘した。

＜学校対抗戦＞

鳥栖工業高校

1回戦 鳥栖工業× 3 － 4○網野高校(京都)

＜個人対抗戦＞

50kg級
1回戦 谷口将樹 鹿実 ×－○ 佐々木風雅 上田西

55kg級
2回戦 北村元気 鹿実 ×－○ 中村 歩 宮古商業

60kg級･･･････準優勝
2回戦 小柴亮太 鳥工 ○－× 二俣友明 岐南工業

3回戦 小柴亮太 鳥工 ○－× 大植悠生 和歌山北

準々決 小柴亮太 鳥工 ○－× 鈴木歩夢 埼玉栄

準決勝 小柴亮太 鳥工 ○－× 土井璃音 網野

決勝 小柴亮太 鳥工 ×－○ 榊 流斗 帝京
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66kg級･･･････第5位
2回戦 諏訪間新之亮 鳥工 ○－× 鶴見拓三 星城

3回戦 諏訪間新之亮 鳥工 ○－× 水口竣介 大和広陵

準々決 諏訪間新之亮 鳥工 ×－○ 基山仁太郎 いなべ総

合学園

74kg級
1回戦 松枝旋吏 鳥工 ○－× 近藤泰伯 高知東

2回戦 松枝旋吏 鳥工 ○－× 猪谷美由治 帯広北

3回戦 松枝旋吏 鳥工 ×－○ 荒川廣貴 柳井学園

84kg級
1回戦 中村亜靖 鳥工 ○－× 西川凌雅 大和広陵

2回戦 中村亜靖 鳥工 ○－× 田口伊織 上田西

3回戦 中村亜靖 鳥工 ×－○ 小川友寛 金沢西

96kg級
1回戦 田中陸公 鳥工 ×－○ 不戦

120kg級
1回戦 牟田捷人 鳥工 ×－○ 田岡和成 池田

平成２９年度

第 33回全国高校生グレコローマン選手権大会

日時 : H29.8.17～ 19
場所 : 大阪府・堺市金岡公園体育館

毎年、堺市で行われているグレコローマンスタイル

の全国大会である。全選手が出場できる。

60kg級 小柴亮太（鳥栖工業） 第３位

96kg級 中村亜靖（鳥栖工業） 第５位

平成２９年度

国民体育大会（愛媛大会）

日時 : H29.10.7～ 10.10
場所 : 愛媛・宇和島市総合体育館

小柴亮太（鳥工）が見事少年 60kg 級グレコで優勝
を果たした。県勢としては久々の快挙である。他にも

少年 74kg 級フリーで諏訪間新之亮（鳥工）が第 5 位
に入賞した。また、県高校出身の社会人が大活躍して

た。

少年 74kg級フリー･･･････諏訪間新之亮（第5位）
1回戦 諏訪間新之亮 鳥工 ○－× 米須章仁 沖縄県

2回戦 諏訪間新之亮 鳥工 ○－× 伊藤朱里 京都府

準々決 諏訪間新之亮 鳥工 ×－○ 神澤 翔 兵庫県
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少年 84kg級フリー
1回戦 芹川力亜 鹿実 ×－○ 今野港斗 山形県

少年 120kg級フリー
1回戦 牟田捷斗 鳥工 ×－○ 笹岡龍馬 福井県

少年 50kg級グレコ
1回戦 谷口将樹 鹿実 ○－× 後 翔斗 兵庫県

準々決 谷口将樹 鹿実 ×－○ 岡本景虎 和歌山県

少年 55kg級グレコ
1回戦 北村元気 鹿実 ×－○ 中村真広 宮崎県

少年 60kg級グレコ･････小柴亮太（優勝）
1回戦 小柴亮太 鳥工 ○－× 池田龍斗 山形県

準々決 小柴亮太 鳥工 ○－× 田下竜葵 茨城県

準決勝 小柴亮太 鳥工 ○－× 和久巧凌 神奈川県

決勝 小柴亮太 鳥工 ○－× 竹下航生 香川県

少年 96kg級グレコ
1回戦 中村亜靖 鳥工 ○－× 山本 楓 新潟県

2回戦 中村亜靖 鳥工 ×－○ 垣内大征 和歌山県

２０１７年度

全日本選手権

日時 : H29.12.20～ 12.23
場所 : 東京・駒沢体育館

この大会は、社会人・大学生の強豪が出場する大会

で、県内最高峰の大会である。鳥栖工業高校の小柴選

手は、国体での優勝により出場権を得た。小柴は社会

人・大学生に混じり大いに健闘した。県勢で高校生が

この大会に出場したのは３年前のアジアカデットで優

勝した女子選手以来で、まさに快挙である。小柴選手

は近い将来、世界を相手に活躍してくれるものと確信

している。活躍を祈る。

63kg級２回戦グレコ
小柴亮太（鳥栖工業高）× 5 - 8○大山允長（青山学院大）

結果･････5位

最後に

すでに次の世代の選手が活躍を始めている。各校の

伝統と誇り胸に日々厳しい練習を重ねている。また、

小中学生の台頭がめざましく、2023 年の佐賀国体を
念頭に盛り上がっており、今後もおおいに期待したい。

記 専門委員長 橋本喜晴


