
１　回　戦

階級 早　　大 国士舘大

55 藤元洋平 ＰＰ （５－１，３－０） 守田　陽

60 田中幸太郎 （０－３，０－１） ＰＯ 小田　裕之

66 松本聖矢 ＳＰ ６－０，０－３，６－０） 安藤　達也

74 石田智嗣 ＰＰ （２－０，１－１Ｌ，１－０） 葈澤　謙

84 武冨隆 ＳＰ （０－１，９－２，６－０） 佐藤　良樹

96 山口剛 ＰＯ （４－０，４－０） 星　友和

120 鈴木啓仁 （０－３，１－０，３－３Ｂ） ＰＰ 内谷　幸博

階級 中　　大 専　　大

55 佐藤　翔太 （３－３Ｂ，３－６＝１；３３） ＶＴ 浅田好哉

60 椿　恭将 （１－１Ｌ，０－１） ＰＰ 松本卓弥

66 中村　達也 ＰＰ （２－０，０－３，２－１） 笠井健士

74 中井　伸一 ＰＯ （２－０，１－０） 桑原一直

84 天野　雅之 ＰＰ （２－０，５－２） 江藤公洋

96 本田　博士 （１－１Ｌ，０－１） ＰＰ 鈴木聖二

120 松本　耕平 （０－２，０－３） ＰＯ 浅田真司

階級 法　　大 大東大

55 田口　光成 ＰＰ （７－３，７－０＝１；０３） 石津敬洋

60 梶本　翔太 （２－５，０－３） ＰＰ 佐藤貴大

66 倉野　真之介 （１－０，０－６，１－３） ＰＰ 増元惇貴

74 阿久津　航平 （０－５＝０；３０） ＶＴ 大野良治

84 角田　亘 （０－１，０－１） ＰＯ 瀧北祐介

96 藤澤　啓祐 （０－７，０－６） ＳＴ 大山瑛之

120 向井　新太郎 （０－３，０－１） ＰＯ 田中譲治

階級 青山学院大 山梨学院大

55 加藤　寛 （０－３，０－５） ＰＯ 梶　雅晴

60 菊池　賢人 ＰＰ （１－１Ｌ，１－０，１－０） 高橋　功紀

66 武内優斗 （０－６，０－６） ＳＴ 後藤　佳吾

74 津田　豊史 （０－１，０－３） ＰＯ 橋本雄太朗

84 桑原　惇 （０－１，０－３） ＰＯ 小室　直人

96 香西　順平 （１－２，０－２） ＰＰ 金澤　勝利

120 赤嶺　希 （０－２＝１；１９） ＶＴ ボリス・ムジコフ

2009年 全日本学生王座決定戦
（９月25日、東京・駒沢体育館）

○　５－２　●

●　３－４　○

●　１－６　○

●　１－６　○



階級 神奈川大 東洋大

55 向田　祐太 （２－４，０－２） ＰＰ 藤井哲也

60 染谷　篤志 （０－６，０－６） ＳＴ 入江和久

66 豊田　祐太 （０－５，１－７） ＰＰ 牧瀬裕樹

74 石川　正成 （０－５＝１；１５） ＶＴ 脇田康平

84 長谷川　公俊 （０－４，０－６） ＰＯ 澤田茂康

96 龍田　太一 （０－１，１－０，０－３） ＰＰ 藤川裕貴

120 入江　泰久 ＰＰ （３－０，５－０） 牧瀬竜二

階級 天理大 福岡大

55 佐治 道人 （１－３，２－２Ｌ） ＰＰ 沖田　一晃

60 矢形 仙明 （０－７，１－５） ＰＰ 戸川　雅人

66 村上 和之 （０－１，１－５） ＰＰ 黒崎　辰馬

74 松崎 浩二 （１－１Ｌ，１－２） ＰＰ 笠井　晋吾

84 小来田 高志 （０－５，０－６） ＰＯ 古川　大翔

96 福井 裕士 （５－０，１－２，０－１） ＰＰ 北條　雄大

120 古家 佑磨 （３－０，０－２０－１） ＰＰ 澤　翔太

階級 明　　大 拓　　大

55 高田　裕太 （０－６，１－５） ＰＰ 中野　裕仁

60 鈴木　将斗 （０－５＝０；４４） ＶＴ 内村　勇太

66 塩崎　剛 （１－１Ｌ，０－１） ＰＰ 岡本　佑士

74 加藤大志朗 （０－５，１－６） ＰＰ 高谷　惣亮

84 徳山　利範 （０－１，０－１） ＰＯ 岡　　太一

96 佐藤　洋輔 （０－２，０－６） ＰＯ 藤本　健治

120 渡邉　文博 ＰＰ （０－１，３－０，２－０） 谷田　昇大

階級 日　　大 日体大

55 須藤　学 （１－０，１－４，１－２） ＰＰ 守田　泰弘

60 紋谷　哲平 ＰＰ （３－０，１－３，１－０） 井上　貴尋

66 生天目達也 （０－１，０－６） ＰＯ 志土地　翔太

74 渡辺　政利 ＰＰ （１－０，４－２） 山名　隆貴

84 吉崎　将大 （０－７，０－６） ＳＴ 松本　篤史

96 永田　裕城 ＶＴ （７－０＝１；１６） 黒川　渉

120 相澤優斗 ＶＴ （４－０＝１；０４） 渡邊　郁夫

●　１－６　○

○　４－３　●

●　１－６　○

●　０－７　○




