
2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 1-2 ○
55 ㎏級 ○ 2-0
60 ㎏級 0-2 Ⓣ
66 ㎏級 1-2 Ⓣ
74 ㎏級 0-2 ○
84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 ○ 2-0

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-1
55 ㎏級 0-2 ○
60 ㎏級 0-2 ○
66 ㎏級 0-2 ○
74 ㎏級 0-2 ○
84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 ○
55 ㎏級 0-2 ○
60 ㎏級 1-2 ○
66 ㎏級 不
74 ㎏級 ○ 2-1
84 ㎏級 ㋖

120 ㎏級 ◎

1 対 6

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎
55 ㎏級 ○ 2-1
60 ㎏級 ◎
66 ㎏級 ◎
74 ㎏級 ◎
84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 0-2 ○

0 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級
55 ㎏級 0-2 Ⓣ
60 ㎏級 0-2 Ⓣ
66 ㎏級 0-2 ○
74 ㎏級 1-2 ○
84 ㎏級 0-2 Ⓣ

120 ㎏級

金原　龍昇 F3P0:46(0-1,4-1,0-4)

大平　一樹

佐藤　健人

立見　朋樹

(0-1,0-2) 鈴木　洋平
(2-1,3-③,TF0-7=1:41) 松岡　聖己
(TF0-7=0:34,TF0-6=0:44) 有馬　　　剛

川森　龍児

渡邉　雅遼

若山　亮介 F1P1:11(0-9) 本田　　　聖

(TF0-6=1:35,0-2) 高橋　裕紀

鈴木　皓太 (TF0-7=1:16,TF0-7=1:51) 高野　優樹

小出　優樹 (3-0,0-1,2-0)

秋山　弘樹 F1P1:38(0-7) 横山　寛明

(TF0-6=1:00,TF0-7=0:34) 入江　清志

吉田　翔馬 F2P0:18(TF0-6=1:00,0-3) 後藤　康秀

階級 選手名 内容

岡田　尚幸

選手名

福島県立田島

敦賀気比 山形市立商業

滋賀県立栗東 鹿島学園

階級 選手名

草薙　一平
北林　優基

階級 選手名 内容 選手名

内容 選手名

田中　智大
鈴木　康寛
音泉　秀幸
久山　峻史

(5-3,TF6-0=0:27)
(TF0-6=1:38,TF0-7=1:38)
(2-1,TF0-9=1:38,TF0-7=1:37)

山梨県立韮崎工業

増谷　　　剛
木村　　　翔
河田　旭一
櫻井　健人

選手名選手名
石山　良生

群馬県立館林 香川県立多度津工業

階級
田中　　　敦

田村　悠佑
中里　一也

富山第一

階級 選手名
笹山　雄二 (1-0,2-②,1-0) 横山裕太郎

内容

谷　　恭輔 (1-2,0-1) 上田　一輝
(1-2,0-2)中井　　　迅

木下　悟詞 松坂　鴻晟

(4-7,6-⑥) 岩永　晃範
古田　雄大 (0-2,0-4) 森本　　　開
吉崎　将大

長崎県立島原

F1P1:45(7-0)
F1P0:51(0-4) 岩永　義成

松本　　　哲

選手名

中田　真樹 (0-3,1-2) 三井　雅人

川端　友大

上杉　亮介 F1P0:31(0-3) 佐藤　翔太

折笠　昭太 (0-2,0-7) 近藤　　　諒
湯田祐太郎 (3-1,TF0-6=1:02,0-5) 米山　聡教

前田　開拓
渡部　一輝 (2-0,1-①,3-0) 大木　輝晃
佐藤　健太 (1-0=0:06)
福田　広樹 F1P1:58(8-1) 輿石　達也

中込　　　光

内容
(3-2,0-3,0-2)

護摩堂翔太

(0-3,0-1)
(0-1,1-2)
(1-0,TF7-0=1:39)

風間杯第５０回全国選抜レスリング大会
2007年３月27～28日（新潟市体育館）

学校対抗戦　　結果一覧表

１回戦



4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 Ⓣ 2-0

55 ㎏級 0-2 Ⓣ

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 1-2 ○

84 ㎏級 不

120 ㎏級 ○ 2-0

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-1

55 ㎏級 ㋖

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ㋖

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 ㋖

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 不

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 不

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 Ⓣ 2-0

60 ㎏級 Ⓣ 2-0

66 ㎏級 1-2 ○

74 ㎏級 1-2 ○

84 ㎏級 Ⓣ 2-0

120 ㎏級 不

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 ○ 2-0

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

野嶋　拓也

武田　伊織

敦賀屋大一郎

坂本　誠治

F1P1:05(5-0) 金村　悠磨

(0-2,0-4) 河平　幸太

辻井　裕士

田中　匡一

岡本　光示 (0-1,2-0,0-1) 沓澤　　　尭

(1-0,2-1) 齊藤信之介

家崎　健武 F1P1:41(0-7) 岡田　一輝

柳澤　　　篤 (TF0-6=1:59,TF0-6=0:52)

笠岡　涼太 F2P1:07(2-1,2-0) 越後　貴裕

香川　雅俊 (TF7-0=1:22,TF7-0=1:25) 真坂　　　中

遠藤　啓太 (4-2,4-④,2-0) 鳥打　将太

上奈　和真 (TF6-0=1:03,3-0) 伊藤　　　臣

選手名 内容

五十嵐光太

新谷　　　明

選手名

奈良県立添上 秋田経法大附属

山梨県立農林 山口県立田布施農業

階級 選手名 内容 選手名

階級

階級 選手名 内容

静岡県立焼津中央 鳥取県立鳥取中央育英

樟南

階級 選手名 内容 選手名

中野　智章 F3P1:44(4-④,3-2,5-2) 遠藤　翔太

藤井　哲也

島根県立隠岐島前

寺岡　秀樹 F2P0:20(3-0,2-0) 加藤　　　佑

兒玉　忠明

選手名

尾﨑　　　淳

有島　義弘 (TF7-0=0:49,TF7-0=1:36) 大上　一紀

清水　敦哉 F2P0:55(TF0-7=0:58,0-6) 青木　昇太

泉　　　春三

(TF7-0=1:11,TF8-2=1:56) 堀川遼太郎

藤田　武士 F2P0:43(TF0-7=0:53,0-6) 徳山　利範

山口　高幸 (2-5,2-1,0-1) 宇野　　　貢

荻原　孝紀 (1-0,2-0) 奥山　泰晃

有島　正樹

(2-0,TF0-6=0:38,1-6) 大上　知紀

渡邊　　　駿

亀原　宏明

(TF6-0=0:24,TF6-0=0:22) 柴田　直輝

徳島県立穴吹 星城

階級 選手名 内容 選手名

岡　　　卓也 F1P1:12(0-6) 石田　直也

阿佐　龍馬 F2P0:34(TF0-7=0:51,0-3) 深石　　　譲

藤本　直人 (2-1,5-1) 水野　涼太

江本　壮志 (2-0,4-0) 間瀬　雄介

射場　宏能 (4-3,3-1) 臼田　雄介

井下　勝博 F1P1:21(0-8) 井上　裕彰

山下　裕策 F1P1:45(4-8) 浅田　真司



4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ○ 2-1

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 ○ 2-0

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 不

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 Ⓣ 2-0

120 ㎏級

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 0-2 Ⓣ

120 ㎏級 不

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 1-2 ○

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 0-2 ○

階級 選手名 内容

奈良県立大和広陵

村上　武義 F1P1:59(4-2) 福留　駿也

鹿屋中央

川村　悠人

選手名

上垣　拓也 (0-3,0-5) 大槻　星矢

田中　正敏

(2-7,4-7) 川口　貴之

角谷　隆哉 F2P1:39(0-3,0-5) 斉藤　　　晃

中村　淳一

(1-0,0-1,3-0) 宮崎　輝志

谷田　昇大 (①-1,2-0) 瀬川　優人

(5-0,TF6-0=0:29) 和田　昭平

階級 選手名 内容

新潟県立白根 熊本県立北稜

岡山県立高松農業

階級 選手名 内容 選手名

小千田星真 F1P1:01(8-0) 吉川　長武

板垣　直宏

福井県立福井農林

山瀬　美成

高橋　　　啓

選手名

三膳　　　学 TF0-7=1:49,0-3 松本　和樹

小野　雷也 (5-⑤,1-4) 加藤　勇気

袖山　達成 ③-3,6-1 城間　峻介

谷坂　亮輔

(5-0,2-0) 笠川浩太郎

泊　　　智司 F1P0:29(0-4) 上田　雅文

西山　裕祐 F2P0:38(TF3-6=1:55),0-4 梨木　　　徹

横山　幸和 F2P1:35(4-0,5-0) 平嶋　竜也

稲川　和城 TF7-0=1:16,TF8-0=0:27 三原　　　工

高野　　　秀

F1P1:22(4-0) 荻原龍太郎

F1P1:18(4-0) 稲木　翔太

村田　誠希

階級 選手名 内容

青森県立八戸工業 宮崎県立日南工業

佐賀県立鹿島実業

階級 選手名 内容 選手名

宮川　達也 (3-1,7-0) 金川　勇太

坂本　恵一 (TF7-0=1:45,4-2) 吉田　有輝

埼玉栄

市川　達朗 (6-1,5-0) 久嶋　佑也

池田　陵将

選手名

磯谷　康平 (2-0,6-0) 那須　繁信

中村　勇太 (6-3,TF0-6=1:22,1-4) 斉藤　　　駿

楢山　祥平 F1P1:33(4-5) 河野　　　竜

徳永　祐也

(1-0,TF6-0=1:19) 入倉　慶輔

濵谷　駿樹 F1P1:42(5-1) 福田　貴博

横田　拓哉 (0-4,TF0-6=0:52) 角田　　　亘

中橋　幸平 (TF0-6=1:53,0-1) 岩田　直弥

齊藤　　　翔 (TF0-6=0:47,TF0-7=0:38) 本田　拓三

森岡　桂也

(1-①,0-2) 島田　智征

F1P1:41(0-4) 牧瀬　竜二

対馬　勝也



5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎
55 ㎏級 ◎
60 ㎏級 0-2 Ⓣ
66 ㎏級 0-2 ○
74 ㎏級 ○ 2-0
84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不
55 ㎏級 ○ 2-1
60 ㎏級 ◎
66 ㎏級 ◎
74 ㎏級 ◎
84 ㎏級 ○ 2-0
120 ㎏級 不

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 Ⓣ 2-0
55 ㎏級 ◎
60 ㎏級 Ⓣ 2-0
66 ㎏級 1-2 ○
74 ㎏級 ○ 2-0
84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 Ⓣ 2-0

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 ○ 2-0
60 ㎏級 ◎
66 ㎏級 ◎
74 ㎏級 ◎
84 ㎏級 不

120 ㎏級 不

階級 選手名 内容

京都府立網野 香川県立多度津工業

大谷　健輔
選手名

F2P0:55(TF6-0=2:00,5-0)

岡田　　　誠

田中　　　敦

(TF0-7=0:31,TF0-7=0:30) 鈴木　康寛松本　和弥
F2P0:21(TF6-0=0:54,4-0) 横澤　和希

F1P1:40(8-0) 草薙　一平
山根　将貴

小石原拓馬

(0-1,0-5) 音泉　秀幸
(1-①,4-0) 久山　峻史

F2P0:54(3-4,3-1,3-0) 北林　優基岩渕麗史朗
高谷　惣亮　

愛知県立一宮工業 近畿大学附属

秋田市立秋田商業 長崎県立島原

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

小林　潤平

船木　尋仁

出口　知英 (TF0-8=1:45,TF8-2=1:44,③-3) 松井　一平

五十嵐琢磨 F2P0:16(TF8-1=1:29,3-0) 松本　　　哲

内田　翔太 F2P0:35(TF7-0=1:18,4-0) 辻本　晃弘

小林　雄平

(TF7-0=1:04,TF6-0=1:07) 横山裕太郎

(TF7-0=0:42,①-1) 森本　　　開

武内　優斗 F1P1:19(0-7) 長尾明来士

伊藤　晃平

尾関　一輝 F2P1:22(3-③,0-4)
伊神　優人 (4-0,TF7-0=1:29)
中澤　良吾

菊地　　　匠
(1-2,0-2) 岩永　義成佐藤　良樹

桑原　一直

(TF7-0=1:45,TF6-0=0:49) 上田　一輝

山梨県立韮崎工業 徳島県立池田

三井　雅人 (3-1,TF7-0=1:59)
階級 選手名 内容 選手名

米山　聡教
近藤　　　諒 (3-0,TF7-0=1:19) 三浦　広典

前田　開拓 F2P1:34(3-2,4-0) 近藤　賢介
大木　輝晃

佐川　貴宏

F2P0:57(4-3,3-3)

土井　　　顕

(TF6-0=0:22,TF7-0=0:27) 松坂　鴻晟

橋本　拓弥
脇田　祈拡

(4-2,2-②,TF0-7=0:45) 岩永　晃範

福原　将太

佐藤　仁貴

F1P0:37(0-4)

輿石　達也

２回戦



6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎
55 ㎏級 ◎
60 ㎏級 ◎
66 ㎏級 0-2 Ⓣ
74 ㎏級 ◎
84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ○ 2-1

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ○ 2-1

74 ㎏級 ○ 2-0

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 不

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 不

120 ㎏級 0-2 ○

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 不

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

岡本　和晃 F1P1:40(6-3)

階級 選手名 内容

岡山県立倉敷 山形市立商業

鹿島学園

階級 選手名 内容 選手名
東森　詳明 F1P1:42(3-0) 佐藤　翔太

財津宏太郎

熊本県立玉名工業

木村　友城

入江　清志 (4-0,TF7-0=0:40) 片山　彰太

選手名

鳥越　勇志 F1P1:59(3-0) 後藤　康秀

高野　優樹

赤木　宜人 (TF0-7=0:45,TF0-7=0:38) 横山　寛明

長谷川公俊 (3-0,2-4,①-1) 高本斗志栄

鳥越　政宏 F1P1:37(4-0) 本田　　　聖

松岡　聖己

(0-1,TF1-8=1:23 安永　　　純

佐々木健吾 F1P0:57(4-0) 佐藤　健人

有馬　　　剛 (0-1,TF3-9=1:59) 楢木野宏晃

西岡　宰希 (0-1,2-0,1-0) 高橋　裕紀

(①-1,①-1) 森　　　達也

松本　耕平

花咲徳栄 奈良県立添上

山梨県立農林 上田西

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

矢後　匡平 (4-0,1-0) 香川　雅俊

遠藤　啓太

柏木　健太 F1P0:50(6-0) 舛田　拓哉

新谷　　　明 F2P1:48(1-0,0-4) 穂谷　億人

赤澤　　　岳 (3-0,4-1) 上奈　和真

家崎　健武

F3P1:51(5-2,0-3,5-1) 太田　雄大

谷田部　菖 (4-3,4-0) 笠岡　涼太

田中　匡一

早川　　　潤 F1P1:04(0-3) 岡本　光示

井上　　　良

F2P1:52(0-4,0-8) 山木　尚行

高嶋　英将

坂本　誠治 F2P0:19(0-2,0-3) 宮沢　　　忍

F1P0:31(3-4) 堀内　大輔

金田　正興 (0-1,0-3) 辻井　裕士

野嶋　拓也

F2P1:04(TF0-7=2:00,0-4) 高橋　良太



6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ○ 2-0

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

4 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 不

84 ㎏級 不

120 ㎏級

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 Ⓣ

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 Ⓣ

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 ◎

小俣　涼平 (2-0,3-0)

福山　和也

寺岡　秀樹

霞ヶ浦 静岡県立焼津中央

光星学院

小山内大輝

(TF0-7=0:31,0-1)

(3-0,3-0)

F1P0:26(0-5) 葈澤　　　謙

佐々木　孝

山内　拓真

小笠原健太F1P1:28(0-3)

(4-0,1-0) 齊藤　大輔

F2P1:19(5-0,TF6-0=1:19)

選手名

佐々木　翔

F1P0:33(3-0) 中野　智章

階級 選手名 内容 選手名

渡邊　智紀 (5-0,TF6-0=0:52) 藤田　武士

生天目達也 F1P1:09(4-0) 清水　敦哉

(0-3,0-1) 尾﨑　　　淳

水越　智也

森内　翔馬 F1P1:20(7-0) 渡邊　　　駿

和田　知也 F2P0:46(TF7-0=0:22,2-0) 荻原　孝紀

新潟県立新潟県央工業 星城

奈良県立大和広陵

石田　直也

村上　武義 (TF0-6=0:40,TF0-6=0:29)

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容

西野　将司 (5-2,5-2)

五十嵐孝一 (0-3,0-3) 深石　　　譲

川村　悠人

長谷川正人 (①-1,TF7-0=1:46) 水野　涼太

上垣　拓也

濱　　　優生 (0-2,0-5) 間瀬　雄介

田中　正敏

藤井　　　彬 F2P1:57(0-2,4-7) 臼田　雄介

角谷　隆哉

高杉　遼介 (1-0=2:05,4-0) 井上　裕彰

中村　淳一

高橋　卓也 (TF0-6=0:41,TF0-6=0:48) 浅田　真司

谷田　昇大

樟南 立命館宇治

階級 選手名 内容 選手名

藤井　哲也 (1-0,5-4) 松尾　大地

兒玉　忠明 (0-2,0-4) 角谷　侑亮

有島　義弘 (TF6-0=1:42,3-0) 平尾　　　駿

泉　　　春三 F1P0:52(0-4) 石田　智嗣

山口　高幸

有島　正樹



7 対 0

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 Ⓣ 2-0

66 ㎏級 Ⓣ 2-0

74 ㎏級 Ⓣ 2-0

84 ㎏級 Ⓣ 2-0

120 ㎏級 ◎

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 ○ 2-1

66 ㎏級 1-2 ○

74 ㎏級 1-2 ○

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ○ 2-1

1 対 6

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 1-2 ○

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 不

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 ◎

6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 Ⓣ 2-0

74 ㎏級 Ⓣ 2-0

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

濱田　裕馬

(0-5,0-2) 若林　健太

(3-4,3-2,4-3) 磯　　　和樹

岐阜県立岐南工業 熊本県立北稜

岡山県立高松農業 日本文理大学附属

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

桑木　　　黎 F1P0:20(4-0) 吉川　長武

高ノ山　　　翼 (4-0,TF6-0=1:35) 山瀬　美成

高橋　　　啓

竹村　友晶 (TF7-0=1:39,TF6-0=0:46) 松本　和樹

小野　雷也

後藤　佳吾 (TF7-0=1:22,TF7-0=0:37) 城間　峻介

谷坂　亮輔

白木　一平 (TF8-0=1:35,TF7-0=1:18) 上田　雅文

西山　裕祐 (1-0,0-2,0-1) 福長　大寿

横山　幸和 (5-0,1-①,4-1) 渡邉　雅人

酒井孝太朗 (TF6-0=0:47,TF6-0=0:36) 三原　　　工

高野　　　秀

(2-1,1-①,1-5) 奥村　翔太

F2P1:01(0-7,0-5) 亀井　竜昇

藤井　　　明 F2P1:21(4-0) 村田　誠希

階級 選手名 内容

群馬県立前橋西 青森県立八戸工業

埼玉栄

階級 選手名 内容 選手名

宮川　達也

吉田　有輝

北海道天塩

堀口　博史 (TF3-9=1:58,③-3,2-4) 市川　達朗

栗山　侑大

選手名

塚越　裕作 (0-1,0-1) 磯谷　康平

斉藤　　　駿 (4-0,6-3) 西田　　　翔

石関　啓介 (0-3,0-4) 楢山　祥平

清水達之介

F1P0:38(0-3) 栗原　和己

濵谷　駿樹

角田　　　亘 (TF7-0=0:28,TF6-0=0:59) 大坪　慎弥

藤田　宏作 F1P0:32(4-0) 遠藤　　　渉

後藤　圭太 (1-4,0-2) 齊藤　　　翔

牧瀬　竜二

(TF7-0=1:00,TF7-0=2:00) 山田　将司

F2P1:36(2-1,7-2) 木原　将太

橋本　一樹 F2P1:22(0-4,6-3) 対馬　勝也



6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

7 対 0

勝敗 勝敗

50 ㎏級 Ⓣ 2-0

55 ㎏級 Ⓣ 2-0

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 Ⓣ 2-0

84 ㎏級 不

120 ㎏級 ○ 2-1

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-1

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 ○ 2-0

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 0-2 ○

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-1

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 不

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

京都府立網野 愛知県立一宮工業

選手名階級 選手名 内容

岡田　　　誠 F1P2:00(5-0) 武内　優斗

小石原拓馬 F1P0:33(7-0) 出口　知英

大谷　健輔

(3-2,6-1) 内田　翔太

高谷　惣亮　 F1P0:43(4-0) 永冨　昌也

F2P0:54(6-1,4-1) 尾関　一輝

岩渕麗史朗 F2P0:35(3-2,0-4) 中澤　良吾

秋田市立秋田商業 山梨県立韮崎工業

階級 選手名 内容 選手名
三井　雅人船木　尋仁 (TF7-0=1:39,TF7-0=0:36)

五十嵐琢磨 (TF7-1=1:53,TF7-0=1:46) 近藤　　　諒

小林　雄平 (3-0,TF6-0=0:39) 米山　聡教

伊藤　晃平 (1-0,1-0) 前田　開拓

桑原　一直 (TF7-0=1:02,TF7-0=1:16)

佐藤　良樹

大木　輝晃

堀内　大輔金田　正興 F1P0:19(4-0)

菊地　　　匠 (1-2,2-1,2-0)

山根　将貴

松本　和弥

高嶋　英将 F2P0:44(0-3,0-4) 宮沢　　　忍

早川　　　潤 F1P1:31(0-5) 高橋　良太

佐々木健吾 F1P0:58(1-3) 楢木野宏晃

谷田部　菖

鳥越　政宏 (TF7-0=1:37,4-1) 小澤　黎洋

西岡　宰希 (TF0-7=1:32,0-3) 松本　耕平

赤澤　　　岳 F1P0:39(4-0) 山木　尚行

赤木　宜人

柏木　健太 (1-3,3-0,2-1) 穂谷　億人

鳥越　勇志

花咲徳栄 上田西

岡本　和晃

輿石　達也

F1P0:57(8-0) 片山　彰太

(5-3,1-0) 安永　　　純

(7-9,TF0-6=0:30) 高本斗志栄

内容 選手名

選手名 内容 選手名

東森　詳明 (0-3,2-0,TF7-1=0:45) 財津宏太郎

選手名

矢後　匡平 (6-2,6-1)

岡山県立倉敷 熊本県立玉名工業

階級

３回戦

階級

太田　雄大



5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 Ⓣ 2-0

74 ㎏級 ○ 2-0

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 不

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 Ⓣ

55 ㎏級 1-2 ○

60 ㎏級 0-2 Ⓣ

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 1-2 ○

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 1-2 ○

74 ㎏級 ○ 2-1

84 ㎏級 0-2 ○

120 ㎏級 ○ 2-0

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ○

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

小山内大輝

亀井　竜昇

水野　涼太

間瀬　雄介

亀山　翔太 (0-1=2:04,0-1)

(TF0-7=1:13,TF0-6=0:29)

(2-0,1-0)

選手名

山内　拓真

小笠原健太

(TF6-0=1:34,TF5-0=0:29) 泉　　　春三

(1-0,1-0) 山口　高幸

兒玉　忠明

深石　　　譲 (4-2,1-2,2-4)

(1-2,1-4) 有島　義弘

小俣　涼平

光星学院

内容

石田　直也 (TF0-6=1:05,TF0-7=1:33)

(4-0,TF6-0=1:25)

藤井　哲也

階級 選手名

水越　智也 (TF6-0=1:30,2-0)

樟南

星城

内容 選手名

階級 選手名

霞ヶ浦

(0-1,3-0,1-4)

福山　和也

生天目達也

渡邊　智紀

森内　翔馬

高ノ山　　　翼

後藤　佳吾

市川　達朗

楢山　祥平

和田　知也 (3-③,4-8) 有島　正樹

井上　裕彰 F1P0:16(3-0) 柳谷　将広

佐々木　孝

浅田　真司 F1P0:11(3-0) 佐々木　翔

臼田　雄介 F1P1:08(0-6) 葈澤　　　謙

階級 選手名 内容

岐阜県立岐南工業 日本文理大学附属

青森県立八戸工業

(0-3,3-0,0-3=2:04)

階級 選手名 内容 選手名

桑木　　　黎 F2P1:59(3-0,4-1) 濱田　裕馬

宮川　達也 (1-0=2:02,4-1) 吉田　有輝

埼玉栄

若林　健太

奥村　翔太

竹村　友晶 (1-0,2-0) 保野龍三郎

磯谷　康平 (2-0,2-0) 斉藤　　　駿

選手名

岩田　直弥

F2P1:31(0-1,7-1) 島田　智征

白木　一平 (4-④,1-0,1-0) 福長　大寿

濵谷　駿樹 (1-①,0-1) 角田　　　亘

F1P1:06(3-0)

牧瀬　竜二

藤井　　　明 (①-1,1-0) 渡邉　雅人

入倉　慶輔

齊藤　　　翔 F1p1:33(3-3)

対馬　勝也 F1P0:42(0-3)



2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 Ⓣ 2-1

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 1-2 ○

84 ㎏級 Ⓣ 2-0 (TF9-3=1:42,TF9-2=1:41)

120 ㎏級 0-2 ○

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 0-2 Ⓣ

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 0-2 ○

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 Ⓣ 2-0

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 ◎

6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 ○ 2-1

84 ㎏級 ○ 2-1

120 ㎏級 ◎

大谷　健輔

階級 選手名 選手名

船木　尋仁

内容

小石原拓馬 (0-1,0-3)

京都府立網野 秋田市立秋田商業

松本　和弥 (0-1,1-①)

(0-4,0-1)岡田　　　誠

(0-1,TF7-0=0:54,TF7-0=1:46)

(TF0-6=1:22,1-4)岩渕麗史朗

岡山県立倉敷 花咲徳栄

準々決勝

高谷　惣亮

山根　将貴 (0-1,4-1,0-2)

東森　詳明 F2P0:47(3-0,0-7) 矢後　匡平

階級 選手名 内容 選手名

鳥越　勇志 F1P1:37(0-8) 赤澤　　　岳

岡本　和晃 (0-4,TF0-6=1:44) 柏木　健太

鳥越　政宏 F1P1:35(4-0) 早川　　　潤

赤木　宜人 (TF0-7=1:05,TF0-6=1:05) 谷田部　菖

五十嵐琢磨

小林　雄平

伊藤　晃平

桑原　一直

霞ヶ浦 光星学院

佐藤　良樹

菊地　　　匠

西岡　宰希 (0-4,5-6) 金田　正興

佐々木健吾 F1P0:51(3-0) 高嶋　英将

水越　智也 (1-0,1-0) 山内　拓真

階級 選手名 内容 選手名

福山　和也 (2-3,0-1) 佐々木　孝

小俣　涼平 (1-0,1-0) 小笠原健太

渡邊　智紀 (1-①,1-①) 葈澤　　　謙

生天目達也 (TF6-0=1:36,TF6-0=1:16) 小山内大輝

森内　翔馬 F1P0:59(7-0) 佐々木　翔

和田　知也 (4-0,TF7-0=0:35) 齊藤　大輔

岐阜県立岐南工業 青森県立八戸工業

階級 選手名 内容 選手名

桑木　　　黎 (4-0,TF7-0=0:38) 宮川　達也

高ノ山　　　翼 (1-0,5-0) 市川　達朗

竹村　友晶 F2P1:18(0-1,2-2) 磯谷　康平

後藤　佳吾 (TF6-0=0:53,1-0) 楢山　祥平

白木　一平 (①-1,1-0) 濵谷　駿樹

亀山　翔太 (①-1,1-0) 齊藤　　　翔

藤井　　　明 F2P0:17(6-0,3-0) 対馬　勝也



6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-0

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ○ 2-1

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 Ⓣ 2-0

120 ㎏級 ○ 2-0

6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0

55 ㎏級 ○ 2-1

60 ㎏級 ○ 2-1

66 ㎏級 ○ 2-0

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 ○ 2-0

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 1-2 ○

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 ○ 2-0

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ○ 2-0

84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 0-2 ○

階級 選手名 内容

秋田市立秋田商業

階級 選手名 内容

秋田市立秋田商業

船木　尋仁 (1-0,0-1,0-1)

霞ヶ浦

菊地　　　匠 (0-1,0-1)

伊藤　晃平 F2P0:22(0-1,0-4)

桑原　一直

佐藤　良樹 (4-1,5-2)

(1-0=2:30,1-0)

五十嵐琢磨 (0-1,0-2)

小林　雄平 (4-0,TF6-0=1:25)

和田　知也

森内　翔馬

渡邊　智紀

水越　智也

小俣　涼平

福山　和也

生天目達也

選手名

決　勝

佐藤　良樹

階級 選手名 内容

霞ヶ浦

準決勝

(TF6-0=0:19,TF7-0=0:39)

菊地　　　匠 (3-0,3-0)

水越　智也 (4-0,3-0) 桑木　　　黎

岐阜県立岐南工業

高嶋　英将

金田　正興

伊藤　晃平

小俣　涼平

選手名

(1-5,1-0,2-0) 谷田部　菖

桑原　一直 F1P1:51(6-0) 早川　　　潤

福山　和也 (1-0=2:09,3-1) 竹村　友晶

五十嵐琢磨 (3-2,3-2) 柏木　健太

小林　雄平

生天目達也

(7-1,1-3,1-0) 高ノ山　　　翼

(0-4,0-3) 赤澤　　　岳

選手名

船木　尋仁

渡邊　智紀 (0-3,0-1) 白木　一平

(1-0,2-1) 矢後　匡平

花咲徳栄

森内　翔馬 (1-0,1-0) 藤井　　　明

和田　知也

(1-0=2:04,3-0=2:15,3-0) 後藤　佳吾

(TF7-0=0:40,0-1,4-0) 亀山　翔太


