
「ガスワン Presents K-1甲子園2019 ～高校生日本一決定トーナメント～」

170㎝ 福岡帆士 紫苑 ホシ シオン 福智高校 1年

石橋 凌 イシバシ シノ 富士北稜高等学校

井上 大斗 イノウエ ヒロト 住吉商業高校

長島 有太朗 ナガシマ ユウタロウ 聖進学院高等学校

髙尾 健介

黒井 海成 クロイ カイセイ 白石工業高等学校

2年 165㎝ 大阪

松山 勇汰 マツヤマ ユウタ 田柄高等学校 1年 174㎝ 東京

◆K-1甲子園2019 トーナメント -60kg

東播工業高校 3年 175㎝ 兵庫

中島 紀空 ナカジマ キラ 川崎工科高等学校 2年 164㎝ 神奈川

◆K-1甲子園2019 トーナメント -55kg 16名

玉川 らいと タマガワ ライト 松栄学園高等学校 169㎝ 埼玉2年

京都

1年 164㎝ 東京

大阪

8名

164㎝ 山梨

172㎝ 大阪

177㎝ 東京1年

◆K-1甲子園2019 トーナメント -65kg

182㎝ 東京

1年

甲野 裕頼 コウノ ユウラ 宮﨑日本大学高校 1年 174㎝ 宮﨑

木下 龍太 キノシタ リョウタ 東稜高校 2年 170㎝ 京都

16名

174㎝ 宮城3年

有馬 竜之介 アリマ リュウノスケ 大宮中央高等学校 3年 175㎝ 埼玉

大庭 龍華 オオバ リュウカ 一橋高等学校

タカオ ケンスケ 岡山操山高校 3年 173㎝ 岡山

岩﨑 龍真 イワサキ タツマ 町田工業高等学校 2年

横山 大翔 ヨコヤマ ヒロト 初芝立命館高校 2年 164㎝ 大阪

太田 蒼 オオタ ソウ 板橋高等学校 2年 170㎝ 東京

嶋 秀太 シマ シュウタ 長尾谷高校

蓑田 隼斗 ミノダ ハヤト

山脇 飛翼 ヤマワキ ツバサ 布施北高校 3年 170㎝ 大阪

大村 修貴 オオムラ ナオキ 荒川商業高校 2年 163㎝ 東京

松本 陸 マツモト リク 芦屋学園高校 1年 163㎝ 兵庫

星 憂雅 ホシ ユウガ 田柄高等学校 3年 172㎝ 東京

天野 颯大 アマノ ソウタ 中央高校 1年 164㎝ 愛知

笠見 琉伊 カサミ ルイ 鹿島学園高等学校 3年 170㎝ 茨城

161㎝ 福岡

稲川 麗哉 イナガワ レイヤ 今市工業高等学校 3年 167㎝ 栃木

隈本 浩志 クマモト ヒロシ 福岡講倫館高校 1年

辻本 龍成 ツジモト リュウセイ クラーク記念国際高校 2年 171㎝ 大阪

植松 愛瑠斗 ウエマツ エルト 羽木高等学校 3年 169㎝ 東京

児玉 兼慎 コダマ ケンシン 新居浜南高校 3年 170㎝ 愛媛

3年

島田 蓮 シマダ レン 洛東高校 2年 166㎝

羽黒 慈夢 ハグロ ジム 志木高等学校 2年 170㎝ 埼玉

古宮 晴 フルミヤ ハル 大阪体育大学浪商高校 1年 173㎝

薮崎 陸 ヤブサキ リク 星槎高等学校 2年 167㎝ 東京

木島 蓮 キジマ レン 米子工業高校 2年 177㎝ 鳥取

菊地 悠冴 キクチ ユウゴ 福島明成高等学校 1年 165㎝ 福島

石田 龍大 イシダ リョウタ 美原高校 2年 173㎝ 大阪

田中 志龍 タナカシ リュウ 国士館高等学校 3年 170㎝ 東京

古川 翼 フルカワ ツバサ 滋賀学園高校 3年 170㎝ 滋賀

孝野 天河 コウノ テンガ 東野高等学校 3年 170㎝ 東京

森 優翔 モリ ヒロト ルネサンス高校 1年 174㎝ 福岡


