
6 対 1

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 ◎ F1P
60 ㎏級 不

66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 F1P ◎

84 ㎏級 ○ 2-0
120 ㎏級 ◎ F3P

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 ◎ F3P
60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 F3P ◎

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 F1P ◎

120 ㎏級 0-2 ○

4 対 3

勝敗 勝敗
50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 ○ 2-0
60 ㎏級 ◎ F1P
66 ㎏級 ○ 2-1
74 ㎏級 0-2 Ⓣ
84 ㎏級 0-2 Ⓣ

120 ㎏級 F1P ◎

3 対 4

勝敗 勝敗
50 ㎏級 0-2 ○
55 ㎏級 1-2 ○
60 ㎏級 0-2 ○
66 ㎏級 F1P ◎
74 ㎏級 ○ 2-0
84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 ○ 2-0

３　回　戦

A-8 ３回戦

熊本県立玉名工業高等学校

試合番号

7-0=0'58 鎌田　竜典

明桜高等学校

階級 選手名 内容 選手名

中野　慎吾 ①-1,5-1 吉田　　剛

北村　　　龍

吉川　拓矢

森川　正貴

平川　一貴 7-6,3-0 渡邉　　惇

0-3=0'12 原田　優輝

1-0,5-0 武石　良元

0-6,4-0,5-0=0'33 佐々木達人大石　　　亮

小柳　公平

香川県立多度津高等学校 倉敷高等学校

試合番号 A-9 ３回戦

2-0=0'43 堀内　郁実

階級 選手名 内容 選手名

西　　　洸大 吉田　拓郎

古川順一郎 2-0,4-2 海老　耕司

花田　吉弘 2-0,3-2 伊藤　　　駿

1-0,0-1,2-1 松本　喜朗

大平桂太郎 0-3,6-2,7-0=0'29 横山　　　博

北　　　善隆 2-5,0-6 佐々木翔吾

松嶋　　朔
新川　武弥

石垣　秀城 1-5,5-6 前原　　　龍

竹内　勇人 1-0,5-⑤,0-3=0'36 佐藤　大介

TF0-7=1'16,TF0-6=1'34 村上　貴之
TF0-6=0'47,TF2-9=1'50 松尾　耕大

0-4=0'20 馬場　貴大

多田　竜也 0-9=1'19

太田　祥一 2-4,TF1-7=1'09 伏見　悠司

浜野　一輝

平林　雅之

B-10 ３回戦

京都府立網野高等学校 長崎県立島原高等学校

日本文理大学附属高等学校

試合番号 B-9 ３回戦

試合番号

0-1,4-2,2-3 南土居優介

愛媛県立八幡浜工業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

1-0,3-0

千木　翔平 0-1,0-1 玉城　　　考

TF0-6=0'56,0-1 近藤　達矢横田　恭佑
中尾　裕也

柴田　和紀

榊　　　真嗣
吉田　幸司 0-3=1'26 花山　和寛

4-0,3-0 松本　茂大
3-0,2-1 塩崎　敦史
1-0,1-0 山下　善正

元井　淳貴

坂元　翔悟
大濱　隆彰



3 対 4

勝敗 勝敗
50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 0-2 ○
60 ㎏級 1-2 ○
66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 ○ 2-0
84 ㎏級 F1P ◎

120 ㎏級 不

4 対 3

勝敗 勝敗
50 ㎏級 1-2 ○
55 ㎏級 ◎ F1P
60 ㎏級 F1P ◎
66 ㎏級 0-2 ○
74 ㎏級 ◎ F2P
84 ㎏級 ○ 2-0

120 ㎏級 Ⓣ 0-2

0 対 7

勝敗 勝敗
50 ㎏級 0-2 ○
55 ㎏級 0-2 ○
60 ㎏級 0-2 ○
66 ㎏級 0-2 ○
74 ㎏級 0-2 ○
84 ㎏級 F1P ◎

120 ㎏級 不

3 対 4

勝敗 勝敗
50 ㎏級 不
55 ㎏級 0-2 ○
60 ㎏級 ○ 2-0
66 ㎏級 ◎ F1P
74 ㎏級 0-2 ○
84 ㎏級 不

120 ㎏級 ◎ F1P

前川　勝利

小沼　克也 4-0=1'02 舛谷　暢啓

石川　雄斗 0-3=0'15 菊池　　　崚

村田　貴雅

川村　健太 0-3,TF0-7=0'43 野間　一樹

宮田　翔平 0-3,0-1 石井　将太

青木　成樹 TF6-0=1'36,2-4 砂川　航祐

出頭　達典 6-0=1'06 壬生　敦大

桑原　　諒 2-4,1-2 岩渕　尚紀

磯崎　晴太 2-0,5-0 佐藤　恵亮

森下　大地 0-4,1-4 森下　史崇

佐藤　秀秋 0-1,0-1 江良　友輝

内容 選手名

山﨑　拓馬 1-4,0-1 折田　誠治

石部　信也

飛龍高等学校 霞ヶ浦高等学校

鹿島学園高等学校 光星学院高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名

試合番号 D-9 ３回戦

試合番号 D-10 ３回戦

明野　達也

岡　　　倫之 TF6-0=0'52,TF6-0=0'41 田口　栄喜

阿比留　誠 0-7=0'40 川畑　赳人

細谷翔太朗 2-0,①-1 大坂　　　昴

佐々木康平 3-0,3-0 川之　　　優

池澤　峻介 TF5-0=0'23,4-2=1'11 加賀谷庸一朗

中尾　将太 3-0,2-0 牧之内隆史

永本  　　与 0-1,0-5 井上　　　拓

岡本　祥八 3-0,0-1,0-2 林　　　政弘

松原　　　丈 0-3=0'25 栗森幸次郎

石橋　宏昭 1-2,0-1 有村　　　旭

山田　礼陽 4-0=0'26 宇佐見直人

選手名 内容 選手名

守田　将弘 1-0,4-0 和田健太郎

高橋　翔平 4-④,2-0,0-1 伊藤  　　拓

３回戦

佐賀県立鹿島実業高等学校 鹿屋中央高等学校

花咲徳栄高等学校 秋田市立秋田商業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級

試合番号 C-9 ３回戦

試合番号 C-10




