
相撲競技 

 

＜団体戦＞ 

鵬翔高校  対  門川高校 

 

 鵬 翔  きまりて  門 川  

監督 登 龍一    堀 慎太郎 

先鋒 益留 利樹    尾崎 航太 

次鋒 寺嶋 将輝    森 駿也 

中堅 津田 一征    竹山 裕太 

副将 前田 龍一郎    三原 智紀 

大将 南濱 直樹    安藤 行洋 

 

 

＜個人戦＞   

○軽量級 

森 駿也（門川）  不戦 

 

 

○中量級 

   きまりて    

① 竹山 裕太    前田 龍一郎 

② 尾崎 航太    寺嶋 将輝 

③ 三原 智紀    南濱 直樹 

④ 竹山 裕太    寺嶋 将輝 

⑤ 前田 龍一郎    南濱 直樹 

⑥ 尾崎 航太    三原 智紀 

⑦ 竹山 裕太    南濱 直樹 

⑧ 寺嶋 将輝    三原 智紀 

⑨ 前田 龍一郎    尾崎 航太 

⑩ 竹山 裕太    三原 智紀 

⑪ 南濱 直樹    尾崎 航太 

⑫ 寺嶋 将輝    前田 龍一郎 

⑬ 竹山 裕太    尾崎 航太 

⑭ 三原 智紀    前田 龍一郎 

⑮ 南濱 直樹    寺嶋 将輝 

 

 

 

 



○重量級 

   きまりて    

① 津田 一征    安藤 行洋 

② 益留 利樹    安藤 行洋 

③ 益留 利樹    津田 一征 

 

○無差別級 

   きまりて    

１ 竹山 裕太    三原 智紀 

２ 南濱 直樹    尾崎 航太 

３ 益留 利樹    津田 一征 

４ 前田 龍一郎    安藤 行洋 

５ 寺嶋 将輝    森 駿也 

６ 竹山 裕太    尾崎 航太 

７ 三原 智紀    津田 一征 

８ 南濱 直樹    安藤 行洋 

９ 益留 利樹    森 駿也 

１０ 前田 龍一郎    寺嶋 将輝 

１１ 竹山 裕太    津田 一征 

１２ 尾崎 航太    安藤 行洋 

１３ 三原 智紀    森 駿也 

１４ 南濱 直樹    寺嶋 将輝 

１５ 益留 利樹    前田 龍一郎 

１６ 竹山 裕太    安藤 行洋 

１７ 津田 一征    森 駿也 

１８ 尾崎 航太    寺嶋 将輝 

１９ 三原 智紀    前田 龍一郎 

２０ 南濱 直樹    益留 利樹 

２１ 竹山 裕太    森 駿也 

２２ 安藤 行洋    寺嶋 将輝 

２３ 津田 一征    前田 龍一郎 

２４ 尾崎 航太    益留 利樹 

２５ 三原 智紀    南濱 直樹 

２６ 竹山 裕太    寺嶋 将輝 

２７ 森 駿也    前田 龍一郎 

２８ 安藤 行洋    益留 利樹 

２９ 津田 一征    南濱 直樹 

３０ 尾崎 航太    三原 智紀 

３１ 竹山 裕太    前田 龍一郎 

 



 ３２ 寺嶋 将輝    益留 利樹  

３３ 森 駿也    南濱 直樹 

３４ 安藤 行洋    三原 智紀 

３５ 津田 一征    尾崎 航太 

３６ 竹山 裕太    益留 利樹 

３７ 前田 龍一郎    南濱 直樹 

３８ 寺嶋 将輝    三原 智紀 

３９ 森 駿也    尾崎 航太 

４０ 安藤 行洋    津田 一征 

４１ 竹山 裕太    南濱 直樹 

４２ 益留 利樹    三原 智紀 

４３ 前田 龍一郎    尾崎 航太 

４４ 寺嶋 将輝    津田 一征 

４５ 森 駿也    安藤 行洋 

 

 


