
Ａマット ９－１０位決定戦 Ｂマット ７－８位決定戦
八戸工業大学 ◎５－０● 国学院大学 東北学院大学 ●２－３◎ 成蹊大学

５５ＫＧ級 ５５ＫＧ級
６０ＫＧ級 ６０ＫＧ級 EF 栗原　資英　
６６ＫＧ級 副島　聡仁 EF ６６ＫＧ級 佐藤　享 ●PP6'00"2-4○ 小森　裕史
７４ＫＧ級 澤藤　陽輔 EF ７４ＫＧ級 矢沢　卓 ◎TO0'42"4-0● 谷川　大樹
８４ＫＧ級 岩崎　清彦 EF ８４ＫＧ級 鈴木　豪 EF
９６ＫＧ級 菊池　圭一 EF ９６ＫＧ級 伊沢　峻秀 ●TO1'36"0-11◎ 花岡　草
１２０ＫＧ級 馬場　建 EF １２０ＫＧ級

Cマット ５－６位決定戦 Dマット ３－４位決定戦
国際武道大学 ◎６－１● 東京大学 神奈川工科大学 ◎５－２● 防衛大学

５５ＫＧ級 三村　和弘 EF ５５ＫＧ級 村上　卓也 ◎SP3'43"13-1● 田頭　恭平
６０ＫＧ級 田所　洸一 ◎SP3'48"13-1● 今井　康太 ６０ＫＧ級 林　弘樹 ○PO6'00"7-0● エルデネ　バヤル
６６ＫＧ級 吉田　正利 ◎TO1'50"11-2● 山崎　一宏 ６６ＫＧ級 山室　輝行 ◎TO3'39"6-１● 田村　佑太
７４ＫＧ級 木村　成希 EF ７４ＫＧ級 中山　辰則 ◎TO1'01"7-0● 尾関　真弘
８４ＫＧ級 丸田　國貴 EF ８４ＫＧ級 EF 吉田　一大
９６ＫＧ級 加藤　博大 EF ９６ＫＧ級 平野　寛文 ◎SP1'39"12-2● 太治　佑貴
１２０ＫＧ級 １２０ＫＧ級 EF 佐藤　拓

マット １－２位決定戦
立教大学 ●３－４◎ 慶應義塾大学

５５ＫＧ級 長南　智久 ◎TO1'15"3-0● 池田　卓也
６０ＫＧ級 太田　真彦 ●PP6'00"2-8○ 国枝　真人
６６ＫＧ級 桜井　明大 ●ST1'42"0-12◎ 笠原　基和
７４ＫＧ級 石井　竜生 ●TO3'33"6-7◎ 宮原　隆治
８４ＫＧ級 鈴木　貴暁 ●SP3'31"2-14◎ 中村　立巳
９６ＫＧ級 坂斎　尚也 ◎ST1'26"12-0● 宮内　哲平
１２０ＫＧ級 稲田　拓也 ◎TO0'43"4-0● 奥井　俊樹

二部　順位決定戦　[５月１６日（金）]



Ａマット １５－１６位決定戦 Ｂマット １３－１４位決定戦
東京農業大学 ◎７－０● 法政大学 神奈川大学 ●３－４◎ 明治大学

５５ＫＧ級 宮地　智彦 EF ５５ＫＧ級 大川　弘毅 ●PP6'29"3-5○ 奥川　智史
６０ＫＧ級 山田　将雄 ◎ST3'42"15-3● 北本　友明　 ６０ＫＧ級 松田　孝一 ◎ST3'14"10-0● 堂用　敦大
６６ＫＧ級 池田　隼人 ○PP6'00"7-2● 細谷　充 ６６ＫＧ級 森泉　克俊 ●PP9'00"1-2○ 後藤　浩
７４ＫＧ級 三原　弘嗣 ○PP6'00"6-5● 谷　耕太 ７４ＫＧ級 土田　晋平 ●PP6'00"1-8○ 藤巻　正太
８４ＫＧ級 柳沢　丈児 ◎TO0'50"4-0● 井上　裕貴 ８４ＫＧ級 島津　幸悦 ○PO6'00"4-1● 大平　充博
９６ＫＧ級 森田　健司 ◎TO4'13"8-1● 鈴木　康正 ９６ＫＧ級 増田　和広 ○PO6'00"4-0● 井上　稔
１２０ＫＧ級 加賀　正祥 EF １２０ＫＧ級 EF 新海　一樹

Cマット １１－１２位決定戦 Dマット ９－１０位決定戦
中央大学 ◎６－１● 群馬大学 東洋大学 ◎５－２● 大東文化大学

５５ＫＧ級 米澤　賢也 ◎TO2'19"5-0● 佐仲　健太 ５５ＫＧ級 和田　直久 ○PP6'00"3-1● 大庵　弘憲
６０ＫＧ級 中村　拓治 ◎ST4'41"11-0● 薮　中 ６０ＫＧ級 中橋　裕樹 ●PP6'00"11-13○ 端地　順平
６６ＫＧ級 飴谷　考史 ●PP6'00"3-8○ 馬場　徹　 ６６ＫＧ級 中園　啓太 ○PP6'00!4-1● 佐藤　耕治
７４ＫＧ級 山崎　悟 ◎TO1'12"4-0● 尾崎　秀典 ７４ＫＧ級 前岡　孝典 ○PO6'00"6-0● 中村　憲輔
８４ＫＧ級 　今井　晋次郎 EF ８４ＫＧ級 徳永　賢二 ○PP6'00"7-3● 樋口　雄三
９６ＫＧ級 相沢　純 ○PP6'00"8-1● 轡田　健祐 ９６ＫＧ級 小沼　悟 ◎ST2'50"11-0● 太田　伸
１２０ＫＧ級 岡村　一樹 EF １２０ＫＧ級 新堀　武 ●PO6'00"0-3○ 岩本　章

一部　順位決定戦　[５月１６日（金）]



Ａマット ７－８位決定戦 Ｂマット ５－６位決定戦
専修大学 ◎５－２● 青山学院大学 早稲田大学 ◎４－３● 国士舘大学

５５ＫＧ級 EF 長谷川　恒平 ５５ＫＧ級 藤元　慎平 ●PP6'003-4○ 臼井　啓
６０ＫＧ級 堂端　泰樹 ○PO6'00"3-0● 松原　祐紀 ６０ＫＧ級 古瀬　幸郎 ○PP6'00"4-1● 富樫　英紀
６６ＫＧ級 佐藤　誠夫 ◎TO0'56"3-1● 鈴木　広明 ６６ＫＧ級 佐藤　吏 ○PO6'00"6-0● 大島　充晴
７４ＫＧ級 小田　貴久 ○PO6'00"9-0● 谷津　芳伯 ７４ＫＧ級 鈴木　伸太郎 ○PO6'00"5-0● 大館　達也
８４ＫＧ級 尾島　好洋 ●PO6'00"0-4○ 長島　正彦 ８４ＫＧ級 平澤　昌大 ●TO5'12"0-6○ 鶴巻　宰
９６ＫＧ級 平澤　光秀 ◎ST3'26"10-0● 子本　真照 ９６ＫＧ級 長島　和幸 ◎TO1'21"10-0● 曽我部　健
１２０ＫＧ級 田中　章仁 ◎TO1'34"4-0● 中都　雅志 １２０ＫＧ級 谷口　基 ●PP6'00"2-3○ 新庄　寛和

Cマット ３－４位決定戦 Dマット １－２位決定戦
拓殖大学 ◎５－２● 山梨学院大学 日本大学 ◎６－１● 日本体育大学

５５ＫＧ級 湯元　真一 ●PP6'00"2-6○ 足立　孝司 ５５ＫＧ級 齊藤　将士 ○PP6'00"6-4● 菅原　剛志
６０ＫＧ級 中村　巧 ●PP6'00"2-3○ 江上　剛 ６０ＫＧ級 藤本　健太 ○PP6'00"7-3● 鍋久保　雄太
６６ＫＧ級 江藤　紀友　 ○PP6'00"3-1● 杉本　知 ６６ＫＧ級 マキシモ　ブランコ ○PO6'00"3-0● 児山　佳宏
７４ＫＧ級 高橋　龍太 ○PP6'13"5-4● 千輪　良太 ７４ＫＧ級 中筋　祐太 ○PO6'00"3-0● 加藤　陽輔
８４ＫＧ級 磯川　孝生 ○PP6'00"7-3● 田守　竹夫 ８４ＫＧ級 中村　友之　 ●ST1'51"0-10◎ 山本　悟
９６ＫＧ級 前島　信彦 ○PO6'00"3-0● 藤岡　裕士 ９６ＫＧ級 松本　真也 ○PP6'32"5-4● 森山　政秀
１２０ＫＧ級 沢田　直樹 ○PP6'00"10-1● 杉浦　一生 １２０ＫＧ級 西田　耕一郎 ○PO6'08"4-0● 米山　祥嗣



Ａマット Ｂマット
法政大学 ◎７－０● 慶應義塾大学 東京農業大学 ◎７－０● 立教大学

５５ＫＧ級 齊藤　恵 ○PP6'00"4-1● 国枝　真人 ５５ＫＧ級 永井　竜三 ◎TO2'36"7-0● 長南　智久
６０ＫＧ級 吉田　裕希 ◎ST0'54"10-0● 宮川　剛 ６０ＫＧ級 菅井　陽平 ◎TO1'02"7-0● 太田　真彦
６６ＫＧ級 船越　好二 ○PP6'00"7-1● 笠原　基和 ６６ＫＧ級 佐々木　明大 ◎TO2'36"13-2● 桜井　明大
７４ＫＧ級 山佐　翼 ○PP6'00"3-1● 宮原　隆治 ７４ＫＧ級 歌丸　俊司 ○PP6'00"9-8● 石井　竜生
８４ＫＧ級 谷　耕太 ◎ST2'36"10-0● 中村　立巳 ８４ＫＧ級 藤永　啓吾 ◎TO0'26"3-0● 鈴木　貴暁
９６ＫＧ級 伊藤　洋平 ◎TO1'13"3-0● 宮内　哲平 ９６ＫＧ級 森田　健司 ◎ST2'17"11-0● 坂斎　尚也
１２０ＫＧ級 松崎　朋晴 ◎TO1'12"4-0● 奥井　俊樹 １２０ＫＧ級 丸山　秀樹 ◎ST0'57"10-0● 稲田　拓也

一部・二部　入れ替え戦　[５月１６日（金）]


	順位決定戦

