
Ａマット Ｂマット
拓殖大学 ◎５－２● 早稲田大学 日本大学 ◎７－０● 東洋大学

５５ＫＧ級 村上　文清 ○PO6'09"3-0● 藤元　慎平 ５５ＫＧ級 久古　敏章 ○PP6'00"6-２● 和田　直久
６０ＫＧ級 中村　巧 ●PP6'00"1-3○ 古瀬　幸郎 ６０ＫＧ級 藤本　健太 ◎ST4'56"10-0● 織田　康博
６６ＫＧ級 江藤　紀友　 ○PP6'00"4-２● 佐藤　史 ６６ＫＧ級 マキシモ　ブランコ ○PP6'00"6-２● 中園　啓太
７４ＫＧ級 高橋　龍太 ○PP6'00"7-3● 鈴木　伸太郎 ７４ＫＧ級 山崎　征 ○PO6'00"3-0● 川路　幸祐
８４ＫＧ級 磯川　孝生 ●PP6'00"2-7○ 長島　和幸 ８４ＫＧ級 松本　真也 ◎SP3'47"14-3● 稲葉　雅人
９６ＫＧ級 前島　信彦　 ○PO6'２３"3-0● 平澤　昌大 ９６ＫＧ級 中村　友之　 ◎ST4'25"10-0● 小沼　悟
１２０ＫＧ級 沢田　直樹 ◎ST0'58"10-0● 名雪　拳矢 １２０ＫＧ級 西田　耕一郎 ◎TO3'29"4-0● 新堀　武

Ｃマット Ｄマット
専修大学 ◎７－０● 神奈川大学 中央大学 ◎４－３● 東京農業大学

５５ＫＧ級 吉田　久人 ○PO6'00"5-0● 大川　弘毅 ５５ＫＧ級 米澤　賢也 ◎ST2'01"10-0● 永井　竜三
６０ＫＧ級 門間　大輔 ○PP6'00"８-2● 高橋　光佑 ６０ＫＧ級 桜井　裕之 ○TO5'47"5-3● 菅井　陽平
６６ＫＧ級 佐藤　誠夫 ◎SP2'41"13-2● 森泉　克俊 ６６ＫＧ級 木村　勇樹 ●PP7'28"1-3○ 佐々木　明大
７４ＫＧ級 小田　貴久 ○PP6'00"6-1● 土田　晋平 ７４ＫＧ級 山崎　悟 ◎TO5'18"10-0● 歌丸　俊司
８４ＫＧ級 平澤　光秀 ◎ST0'54"10-0● 増田　和広 ８４ＫＧ級 相沢　純 ◎TO1'06"7-0● 柳沢　丈児
９６ＫＧ級 吉田　年成 ○PO6'00"5-0● 小宮　聖一 ９６ＫＧ級 　今井　晋次郎 ●TO0'51"0-4◎ 藤永　啓吾
１２０ＫＧ級 田中　章仁 ◎TO1'34"4-0● 金子　達也 １２０ＫＧ級 岡村　一樹 ●PO6'00"0-3○ 丸山　秀樹

３回戦　Aグループ[５月１４日（水）]



Ａマット Ｂマット
山梨学院大学 ◎５－２● 青山学院大学 日本体育大学 ◎７－０● 群馬大学

５５ＫＧ級 足立　孝司 ○PP6'00"9-2● 長谷川　恒平 ５５ＫＧ級 和田　宗法 ○PP6'00"6-3● 山下　誠司
６０ＫＧ級 江上　剛 ○PO6'00"5-0● 松原　祐紀 ６０ＫＧ級 嶋田　訓晃 ○PO6'00"8-0● 薮　中
６６ＫＧ級 杉本　知 ●PP6'00"4-8○ 鈴木　広明 ６６ＫＧ級 山並　暁彦 ○PP6'00"5-2● 馬場　徹　
７４ＫＧ級 千輪　良太 ●TO4'39"0-11◎ 長島　正彦 ７４ＫＧ級 加藤　陽輔 ◎ST5'32"10-0● 尾崎　秀典
８４ＫＧ級 田守　竹夫 ◎TO2'29"11-0● 谷津　芳伯　 ８４ＫＧ級 岩見谷　智義 EF
９６ＫＧ級 藤岡　裕士 ○PO6'00"6-0● 子本　真照 ９６ＫＧ級 米山　祥嗣 ○PP6'00"7-6● 轡田　健祐
１２０ＫＧ級 杉浦　一生 ◎ST2'27"11-0● 中都　雅志 １２０ＫＧ級 後藤　志勝 EF

Ｃマット Ｄマット
大東文化大学 ◎４－３● 明治大学 国士舘大学 ◎７－０● 法政大学

５５ＫＧ級 大庵　弘憲 ●PP6'00"4-5○ 藤澤　篤司 ５５ＫＧ級 野中　慎之介 ◎TO3'35"９-０● 齊藤　恵
６０ＫＧ級 田島　祐二 ○PO6'00"５－０● 高柳　太一 ６０ＫＧ級 神保　剛義 ○PO6'00"７－０● 吉田　裕希
６６ＫＧ級 佐藤　耕治 ●ST5'00"0-10◎ 後藤　浩 ６６ＫＧ級 小笠原　彰信 ○PO6'00"６－０● 山佐　翼
７４ＫＧ級 藤田　宗弘 ●PP6'00"2-5○ 藤巻　正太 ７４ＫＧ級 池田　秀作 ○PP6'00"９－１● 井上　裕貴
８４ＫＧ級 樋口　雄三 ○PO6'00"3-0● 大平　充博 ８４ＫＧ級 鶴巻　宰 ◎ST2'31"１０－０● 鈴木　康正
９６ＫＧ級 丸山　拓也 ◎TO0'29"4-0● 井上　稔 ９６ＫＧ級 中本　将生 ◎TO3'38"11-5● 伊藤　洋平
１２０ＫＧ級 岩本　章 ○PO6'20"5-0● 新海　一樹 １２０ＫＧ級 森川　真史 EF

３回戦　Bグループ[５月１４日（水）]



Ａマット Ｂマット
拓殖大学 ◎５－２● 東洋大学 日本大学 ◎５－２● 早稲田大学

５５ＫＧ級 湯元　真一 ◎ST2'12"10-0● 和田　直久 ５５ＫＧ級 齊藤　将士 ◎TO3'58"10-0● 藤元　慎平
６０ＫＧ級 庄司　優亮 ●PO6'04"0-5○ 中橋　裕樹 ６０ＫＧ級 藤本　健太 ◎ST3'24"10-0● 古瀬　幸郎
６６ＫＧ級 江藤　紀友　 ●PP6'00"4-5○ 中園　啓太 ６６ＫＧ級 マキシモ　ブランコ ●PP6'00"1-4○ 佐藤　史
７４ＫＧ級 高橋　龍太 ◎SP4'56"11-1● 川路　幸祐 ７４ＫＧ級 中筋　祐太 ○PP6'00"7-4● 鈴木　伸太郎
８４ＫＧ級 磯川　孝生 ◎ST3'21"10-0● 稲葉　雅人 ８４ＫＧ級 中村　友之　 ●PO6'00"0-4○ 長島　和幸
９６ＫＧ級 前島　信彦　 ○PO6'00"3-0● 新堀　武 ９６ＫＧ級 松本　真也 ◎ST2'59"10-0● 平澤　昌大
１２０ＫＧ級 沢田　直樹 ◎TO2'21"6-0● 葉沢　進　 １２０ＫＧ級 西田　耕一郎 ○PO6'00"8-0● 名雪　拳矢

Ｃマット Ｄマット
専修大学 ◎６－１● 東京農業大学 中央大学 ◎５－２● 神奈川大学

５５ＫＧ級 吉田　久人 ○PP6'00"3-2● 永井　竜三 ５５ＫＧ級 米澤　賢也 ○PP6'00"6-1● 鈴木　一美
６０ＫＧ級 門間　大輔 ○PP6'00"6-2● 山田　将雄 ６０ＫＧ級 桜井　裕之 ●PP6'00"1-8○ 松田　孝一
６６ＫＧ級 佐藤　誠夫 ●PP6'52"3-5○ 佐々木　明大 ６６ＫＧ級 飴谷　考史 ●PP6'00"2-6○ 森泉　克俊
７４ＫＧ級 岩山　元彦 ◎ST5'30"12-0● 池田　隼人 ７４ＫＧ級 有働　真也 ◎TO1'04"7-1● 和田山　隆
８４ＫＧ級 佐藤　匡 ○PP6'18"3-1● 藤永　啓吾 ８４ＫＧ級 　今井　晋次郎 ◎SP3'18"11-1● 島津　幸悦
９６ＫＧ級 吉田　年成 ○PP6'00"9-1● 川口　和也 ９６ＫＧ級 相沢　純 ○PP6'41"5-3● 増田　和広
１２０ＫＧ級 田中　章仁 ◎ST2'30"11-0● 丸山　秀樹 １２０ＫＧ級 岡村　一樹 ◎TO2'11"4-0● 金子　達也

４回戦　Aグループ[５月１４日（水）]



Aマット Bマット
山梨学院大学 ◎５－２● 群馬大学 日本体育大学 ◎６－１● 青山学院大学

５５ＫＧ級 中谷　智次 ○PP6'00"12-4● 山下　誠司 ５５ＫＧ級 菅原　剛志 ◎TO2'09"13-2● 長谷川　恒平
６０ＫＧ級 古屋　圭介 ◎SP2'23"12-1● 佐中　健太 ６０ＫＧ級 鍋久保　雄太 ◎TO1'19"6-0● 松原　祐紀
６６ＫＧ級 藤田　有人 ●SP2'40"1-13◎ 馬場　徹　 ６６ＫＧ級 児山　佳宏 ○PP6'00"7-6● 鈴木　広明
７４ＫＧ級 渡邉　昌人 ●PP6'00"4-5○ 尾崎　秀典 ７４ＫＧ級 星野　正太郎 ●PO9'00"0-2○ 長島　正彦
８４ＫＧ級 田守　竹夫 EF ８４ＫＧ級 山本　悟 ◎ST2'20"11-0● 小島　寿夫
９６ＫＧ級 藤岡　裕士 ○PP6'00"５－３● 轡田　健祐 ９６ＫＧ級 米山　祥嗣 ◎ST4'10"10-0● 子本　真照
１２０ＫＧ級 杉浦　一生 EF １２０ＫＧ級 森山　政秀 ◎ST0'52"11-0● 中都　雅志

Cマット Dマット
大東文化大学 ◎７－０● 法政大学 国士舘大学 ◎６－１● 明治大学

５５ＫＧ級 清水目　護 EF ５５ＫＧ級 野中　慎之助 ●PP6'00"1-4○ 奥川　智史
６０ＫＧ級 端地　順平　 ◎TO3'30"12-0● 北本　友明　 ６０ＫＧ級 富樫　英紀 ○PP6'00"4-1● 高柳　太一
６６ＫＧ級 下河内　龍起 ◎TO3'30"11-0● 細谷　充 ６６ＫＧ級 大島　充晴 ○PO6'00"3-0● 後藤　浩
７４ＫＧ級 藤田　宗弘 ○PP6'00"4-2● 谷　耕太 ７４ＫＧ級 池田　秀作 ○PP6'25"3-2● 藤巻　正太
８４ＫＧ級 樋口　雄三 ○PO6'00"8-0● 井上　晴雄 ８４ＫＧ級 鶴巻　宰 ◎ST2'08"10-0● 大平　充博
９６ＫＧ級 丸山　拓也 ◎ST1'35"10-0● 松崎　朋晴 ９６ＫＧ級 曽我部　健 ○PP6'00"5-1● 井上　稔
１２０ＫＧ級 岩本　章 EF １２０ＫＧ級 新庄　寛和 ○PP9'00"1-1● 新海　一樹

４回戦　Bグループ[５月１４日（水）]


	第二日目

