
東　洋　大 ●３－４◎ 立 命 館 大
５５kg級 今井　仁一 ○PP6'00"3-2● 清野　大輔
６０kg級 福山　鉄矢 ●PP6'00"1-3○ 橋井　巧佑
６６kg級 川路　幸祐 ●SP5'52"2-12◎ 鈴木　崇之
７４kg級 前岡　孝典 ●PP6'00"0-5○ 吉眞　恒治
８４kg級 小沼　悟 ○PP6'00"3-2● 佐藤　秀一
９６kg級 荻原　雄介 ○PP6'00"7-3● 今井　徳彦

１２０kg級 新堀　武 ●PP6'00"3-4○ 仙波　勝敏

山梨学院大 ◎７－０● 東京農業大
５５kg級 足立　孝司 ○PP6'00"7-3● 菅井　陽平
６０kg級 田岡　秀規 ◎ST2'59"10-0● 山田　将雄
６６kg級 藤田　有人 ○PO6'00"5-0● 佐々木　明大
７４kg級 千輪　良太 ◎ST2'39"10-0● 歌丸　俊司
８４kg級 藤岡　裕士 ◎TO3'40"9-0● 藤永　啓吾
９６kg級 福田　　力 ◎ST2'34"11-0● 森田　健司

１２０kg級 杉浦　一生 ◎ST2'58"10-0● 加賀　正祥

早　　大 ●１－６◎ 国　士　大
５５kg級 山岸　由宜 ●ST2'17"0-10◎ 臼井　　啓
６０kg級 EF 大館　信也
６６kg級 小林　威仁 ●PP6'00"3-7○ 市原　佑馬
７４kg級 鈴木　伸太郎 ●PO6'00"0-5○ 黒田　清志
８４kg級 松島　慎人 ●TO3'58"0-11◎ 池田　秀作
９６kg級 平澤　昌大 ●PP6'00"1-4○ 中本　将生

１２０kg級 福田　雄一 ○PP9'00"2-1● 新庄　寛和

◆1回戦
※PP,PO＝判定、ＴＯ＝フォール、ST､SP＝Tフォール

全日本大学王座決定戦

（９月20日、東京・駒沢体育館）



大　東　大 ●１－６◎ 拓　　大
５５kg級 石田　宗久 ●PP6'00"3-6○ 村上　文清
６０kg級 田島　祐二 ●PP6'00"2-4○ 白鳥　　昇
６６kg級 中村　憲輔 ●PP6'00"8-10○ 村崎　学志
７４kg級 藤田　宗弘 ●ST5'22"0-11◎ 高橋　龍太
８４kg級 崎山　秀樹 ●PP6'00"2-10○ 下和田　佳男
９６kg級 丸山　拓也 ●PP6'00"2-4○ 窪山　大介

１２０kg級 幸野　　亨 ○PO6'00"3-0● 沢田　直樹

日　　大 ◎７－０● 青山学院大
５５kg級 齋藤　将士 ◎ST2'59"11-0● 佐藤　佑介
６０kg級 谷　　和典 ◎TO1'42"3-0● 荒川　芳久
６６kg級 嶋崎　寿雄 ◎ST1'32"11-0● 市村　和也
７４kg級 中筋　祐太 ○PP6'00"4-3● 長島　正彦
８４kg級 中村　友之 ◎ST5'07"11-0● 小島　寿夫
９６kg級 本多　尚基 ○PO6'00"5-0● 子本　真照

１２０kg級 西田　耕一郎 ○PP9'00"2-2● 津田　弘二

法　　大 ●１－６◎ 中　　大
５５kg級 EF 米澤　賢也
６０kg級 北本　友明 ●SP3'20"1-11◎ 中村　拓治
６６kg級 山佐　　翼 ●PA6'00"0-3○ 飴谷　考史
７４kg級 井上　裕貴 ●TO1'15"0-6◎ 山崎　　悟
８４kg級 伊藤　洋平 ◎TO2'57"5-7● 今井　晋次郎
９６kg級 松崎　朋晴 ●ST2'04"0-10◎ 相沢　　純

１２０kg級 EF 岡村　一樹



日　体　大 ◎５－２● 立 命 館 大
５５kg級 清水　聖志人 ◎TO4'55"7-1● 清野　大輔
６０kg級 若山　真毅 ○PO6'00"7-0● 橋井　巧佑
６６kg級 田子　真二 ●PP6'59"2-3○ 鈴木　崇之
７４kg級 加藤　陽輔 ○PP9'00"2-2● 吉眞　恒治
８４kg級 山本　　悟 ◎ST2'14"10-0● 佐藤　秀一
９６kg級 森山　政秀 ●TO4'04"4-6◎ 仙波　勝敏

１２０kg級 荻田　貴士 ◎ST4'11"11-0● 比嘉　晃一

山梨学院大 ◎４－３● 国　士　大
５５kg級 山本　　篤 ○PP6'00"13-5● 臼井　　啓
６０kg級 江上　　剛 ●PO6'00"0-9○ 大館　信也
６６kg級 杉本　　知 ●PO6'00"0-9○ 大島　充晴
７４kg級 小林　　歩 ○PO6'12"4-0● 黒田　清志
８４kg級 小幡　邦彦 ◎ST1'20"11-0● 池田　秀作
９６kg級 福田　　力 ●TO1'30"0-4◎ 中本　将生

１２０kg級 福田　大樹 ○PP9'00"2-1● 新庄　寛和

拓　　大 ◎４－３● 日　　大
５５kg級 村上　文清 ●ST2'32"0-10◎ 齋藤　将士
６０kg級 白鳥　　昇 ●ST5'11"0-11◎ 谷　　和典
６６kg級 村崎　学志 ○PP6'00"3-1● 嶋崎　寿雄
７４kg級 高橋　龍太 ○PO6'00"3-0● 中筋　祐太
８４kg級 下和田　佳男 ●PP6'00"2-6○ 中村　友之
９６kg級 前島　信彦 ◎TO3'34"4-0● 本多　尚基

１２０kg級 沢田　直樹 ○PO6'00"6-0● 西田　耕一郎

中　　大 ●２－５◎ 専　　大
５５kg級 米澤　賢也 ●PP6'00"3-8○ 遠藤　　良
６０kg級 中村　拓治 ◎TO1'29"3-1● 門間　大輔
６６kg級 櫻井　裕之 ●TO4'24"2-12◎ 岩山　元彦
７４kg級 山崎　　悟 ●PP6'00"2-3○ 中本　健太郎
８４kg級 今井　晋次郎 ●ST2'09"0-10◎ 吉本　正史
９６kg級 相沢　　純 ○PP6'00"4-2● 志田　賢治

１２０kg級 岡村　一樹 ●PP6'00"0-5○ 田中　章仁

◆２回戦



日　体　大 ◎４－３● 山梨学院大
５５kg級 松永　共広 ◎TO5'11"9-0● 足立　孝司
６０kg級 松尾　大士 ○PO6'00"6-0● 江上　　剛
６６kg級 田子　真二 ○PP6'00"3-1● 田岡　秀規
７４kg級 星野　正太郎 ●PP6'00"4-6○ 小林　　歩
８４kg級 加藤　陽輔 ●ST0'45"0-10◎ 小幡　邦彦
９６kg級 米山　佳嗣 ●PO6'00"0-5○ 福田　　力

１２０kg級 山本　　悟 ○PO6'08"5-0● 福田　大樹

拓　　大 ●３－４◎ 専　　大
５５kg級 村上　文清 ○PP6'00"5-3● 遠藤　　良
６０kg級 白鳥　　昇 ○PP6'00"3-2● 門間　大輔
６６kg級 村崎　学志 ●ST2'46"0-10◎ 　山口　徹馬
７４kg級 高橋　龍太 ○PO6'00"4-0● 中本　健太郎
８４kg級 下和田　佳男 ●ST2'33"0-11◎ 平澤　光秀
９６kg級 前島　信彦 ●PP6'00"6-8○ 志田　賢治

１２０kg級 沢田　直樹 ●PO6'00"0-3○ 田中　章仁

山梨学院大 ◎４－３● 拓　　大
５５kg級 山本　　篤 ◎SP5'15"12-2● 村上　文清
６０kg級 田岡　秀規 ○PP6'00"6-1● 白鳥　　昇
６６kg級 藤田　有人 ●PP6'27"4-5○ 村崎　学志
７４kg級 小林　　歩 ●PO6'00"0-5○ 高橋　龍太
８４kg級 小幡　邦彦 ◎SP1'24"10-0● 下和田　佳男
９６kg級 福田　　力 ●TO2'53"3-4◎ 前島　信彦

１２０kg級 福田　大樹 ○PP6'00"3-1● 沢田　直樹

◆準決勝

◆３位決定戦



日　体　大 ◎５－２● 専　　大
５５kg級 松永　共広 ◎TO0'55"6-0● 遠藤　　良
６０kg級 松尾　大士 ◎TO0'47"3-0● 門間　大輔
６６kg級 田子　真二 ●PP6'00"2-5○ 岩山　元彦
７４kg級 星野　正太郎 ○PP6'00"9-8● 中本　健太郎
８４kg級 山本　　悟 ○PP6'00"3-1● 吉本　正史
９６kg級 森山　政秀 ◎SP2'44"12-2● 志田　賢治

１２０kg級 荻田　貴士 ●PP6'00"1-3○ 田中　章仁

優  勝
２　位
３　位

最優秀選手賞
敢闘賞

最優秀監督賞
ゴールデンホイッスル賞

　安達巧（日体大）
　浅沼祐介（国士大）

　山梨学院大
　専　　大

　田中章仁（専大）

　日　体　大

◆決　　勝

　松尾大士（日体大）


