
4 対 3

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

120 ㎏級 ◎

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 ○

55 ㎏級 不

60 ㎏級 Ⓣ 2-1
66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 1-2 ○

84 ㎏級 0-2 Ⓣ

120 ㎏級 ◎

5 対 2

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 Ⓣ 2-0
66 ㎏級 0-2 Ⓣ

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ◎
120 ㎏級 不

1 対 6

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 1-2 ○

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 1-2 ○

120 ㎏級 ◎

高山　　佑基
藤本　　　裕 F1P1:22(8-0) 寺坂　玄己

古川　　晃 (0-1,0-3) 芳村　将史
冨士原祐貴 (1-0,3-0) 野澤　健一

熊谷　文仁 F1P1:12(0-5) 児玉　賢将
中田　　翔 F1P0:50(0-4) 山本　健二

選手名 内容 選手名
竹澤　　　渉 （1-0,1-0) 成見　竜哉

試合番号 A-４ ２回戦

盛岡工業高等学校 近畿大学附属高等学校

階級

A-6 ２回戦

山形市立商業高等学校 太田市立商業高等学校

玉名工業高等学校

試合番号 A-5 ２回戦

試合番号

青森商業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

佐藤　政希 (0-1,0-1) 金子　　佐

平嶋　仁一 F1P0:25(5-0) 小杉健太郎

庄村　真琴 (TF7-0=0:37,TF7-0=0:39) 清水　　俊

大山健太郎

北村　侑磨

楠美　祐樹

村田　　鑑 (2-4,TF0-2=0:56) 鈴木　海人

藤堂　堅介

(0-4,0-7=0:54) 佐藤　悠一

齋藤　晃太 (1-4,TF6-0=1:09,TF6-0=1:13) 田部井雄太

(TF0-8=1:06,TF0-6=0:55) 斉藤　修弘

井村　滉成

(TF0-6=1:28,TF0-6=1:43) 嶋田　大育

森田　　叡 (0-1,2-0,1-2) 今村　　聖

橋本　直也 F1P1:36(4-0)

F1P0:52(7-0) 大場　本気

武田　祥己 F1P1:43(3-0) 並木　　誠

南川　隆太

石沢　亮太

試合番号 A-7 ２回戦

階級 選手名 内容 選手名

種市高等学校 足利工業大学付属高等学校

上野　亮太

川原　雄志 (0-3,2-1,1-2) 川﨑　章喜

佐々木寿綺 F1P1:18(0-5) 藤本　翔太

藤井　勇気 (4-5,4-8) 秋元　優介

下村　安武 F3P0:36(3-3,0-1,0-3) 丁嵐　勇太

寅谷　　晃 (4-2,0-2,2-4) 久保　亮市

澤野　合輝 F1P1:23(0-3) 茂木　一浩



4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 ○ 2-0
60 ㎏級 1-2 ○

66 ㎏級 不

74 ㎏級 ○ 2-0
84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

7 対 0

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ◎

55 ㎏級 Ⓣ 2-0
60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 不

84 ㎏級 Ⓣ 2-0
120 ㎏級 不

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 ○

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 不

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 ◎

3 対 4

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 Ⓣ

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 不

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 不

120 ㎏級 Ⓣ 2-0

安田　　翔 F1P0:10(5-0) 向笠　光陽

新町　博哉 (TF7-0=1:34,TF6-0=0:43) 森垣　　心

中井　誠基 F1P0:47(0-4) 武内　直斗

西田　幸司

田村　孝太 (0-3,0-1) 石川　雄斗

平野　優太 (1-3,0-4) 山原　健太

青木　恵人 F2P1:41(TF1-7=1:37,0-7) 川村　健太

森　　　俊樹

桑原　　諒

江上　一樹 (0-4,0-4) 池田　　智

安田　一樹 F2P0:37(TF7-0=1:01,4-0) 髙橋　伸弥

野田　清孝 F2P1:57(TF6-0=1:27,0-7) 山本　翔輝

内容 選手名

手島　翔平 (1-4,TF0-6=1:00) 山﨑　拓馬

向島　達郎 (TF0-6=0:45,TF1-8=1:04) 中村　弦斗

鳥取中央高等学校 飛龍高等学校

三井高等学校 京都八幡高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名

試合番号 B-7 ２回戦

試合番号 B-8 ２回戦

佐藤　翔太 F3P1:54(1-0,0-1,0-3) 芦沢　　翔

志喜屋正明

竹内　　　徹 F1P0:38(0-3) 林　龍之介

具志堅竜樹 (TF6-0=1:04,TF7-0=1:03) 乱橋銀次郎

小林　龍太 (3-1,TF6-0=1:00) 古宇田秀明

盛根　聖太

長﨑　宏樹

宮城　辰司 (TF7-0=0:34,5-3) 下内　和真

橋本　　登 (TF0-7=0:31,3-1,2-4) 雨宮　隆二

上間　尚幸 F1P0:31(2-0) 小林　　司

宮島　善太 (5-0,TF7-1=2:00) 山田　龍誠

比嘉　龍汰 (TF9-2=1:29,TF6-0=1:09) 野陳　勇雄

選手名

金井　由騎

金城　希龍 F2P0:21(TF6-0=0:38,4-0) 小山　翔太

浦添工業高等学校 北海道根室高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容

試合番号 B-5 ２回戦

試合番号 B-6 ２回戦

上田西高等学校 韮崎工業高等学校



4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 0-2 ○

60 ㎏級 ○ 2-0
66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 1-2 ○

84 ㎏級 不

120 ㎏級 不

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 ○

55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ○ 2-0
74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 ○ 2-1
120 ㎏級 0-2 ○

1 対 6

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 0-2 ○

120 ㎏級 0-2 Ⓣ

2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 0-2 Ⓣ

60 ㎏級 0-2 Ⓣ

66 ㎏級 0-2 ○

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 ○ 2-1
120 ㎏級 ◎

高間　史郎 (TF0-6=1:35,TF0-6=0:59) 山本　康稀

上田　大翔 F1P1:50(0-3) 吉井　智仁

大峰　幸治 (1-2,2-4) 吉岡　靖典

稲田　　　貴 (2-②,1-0,TF6-0=1:53) 岩渕麗之輔

深迫　大樹 (2-3,0-6=2:00) 永本　　与

岩永　和樹 (0-3,0-1=2:06) 元井　淳貴

深迫　友真 (0-3=2:03,0-4) 飯島　拓也

松本　喜朗 (0-2,1-4) 松嶋　　朔

白石　和也 (TF0-7=2:00,TF0-7=0:44) 高橋　翔平

草野　隆大 (TF0-6=0:51,TF0-7=0:32) 新川　武弥

和田健太郎 (TF0-7=1:41,3-③) 杉山　雄介

前田　竜祐 (TF0-7=0:21,TF0-7=0:15) 山下　浩輝

内容 選手名

大久保広斗 (0-3=2:06,TF7-0=1:52,4-0=2:03) 高橋　尚希

伊藤　　優

鹿屋中央高等学校 花咲徳栄高等学校

島原高等学校 網野高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名

試合番号 C-7 ２回戦

試合番号 C-8 ２回戦

佐竹　　亨

遠山　貴文 (0-1,0-4) 前川　勝利

関　　和也

洞口　幸雄 (1-0=2:03,0-2,1-0) 松野　裕也

坂尾真之介 (1-0,0-1=2:02,0-1) 金光　輝明

下浦　太一 F2P1:04(TF0-7=1:10,0-3) 坂本　悠太

石田　稔賢 (1-1,3-4) 井上　征洋

加藤　直裕 (1-0=2:05,①-1) 井出倫太郎

朝比奈健人

長沼　克哉 (2-0,2-0) 魚住　彰吾

東　　大成 F1P0:26(0-4) 古谷　和樹

F1P0:42(0-5)

淺井　一輝 (0-1,0-1) 山田　直哉

高木　孝光

大倉　史裕 (2-②,3-4) 小宮　佑介

選手名

藤井　明紀

階級 選手名 内容

霞ヶ浦高等学校

階級 選手名 内容 選手名

岐阜工業高等学校 育英高等学校

岐南工業高等学校

試合番号 C-6 ２回戦

試合番号 C-5 ２回戦



2 対 5

勝敗 勝敗

50 ㎏級 0-2 ○

55 ㎏級 ○ 2-0
60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 0-2 ○

84 ㎏級 ◎

120 ㎏級 不

1 対 6

勝敗 勝敗

50 ㎏級 不

55 ㎏級 1-2 ○

60 ㎏級 0-2 ○

66 ㎏級 ◎

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 不
120 ㎏級 ○ 2-0

4 対 3

勝敗 勝敗

50 ㎏級 ○ 2-0
55 ㎏級 ◎

60 ㎏級 ◎

66 ㎏級 1-2 ○

74 ㎏級 ◎

84 ㎏級 1-2 ○

120 ㎏級 不

0 対 7

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

120 ㎏級 0-2 Ⓣ

風間　　　泰 (1-0,4-0) 合田　貴博

藤田　侑志

内容 選手名

吉沢　康政 (0-3,2-3) 河野　裕太

津田孝司郎

白根高等学校 香川中央高等学校

三次高等学校 八幡浜工業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名

試合番号 D-5 ２回戦

試合番号 D-6 ２回戦

(1-①,0-2) 大野　正和

風間　勇輝 F1P1:21(3-4) 瀧　　康真

谷重　智洋

(0-1,①-1,0-3) 河本宗一郎

小林　　　準 F2P0:48(0-1,0-3) 鴨居　正和

柏田　大樹

新名　　将

F2P1:34(TF0-8=0:44,0-6) 近藤　雅貴

松浦　郁央 (0-2,2-4) 永井　凌太

辰川　和也 F2P1:48(TF0-6=1:03,0-7) 笹方　雄司

二宮　龍悟

三好　佑樹

前　　泰隆 (1-0,1-0) 塩崎　敦史

笹川　久志 F1P0:57(4-0)

D-8 ２回戦

倉敷高等学校 北部農林高等学校

横浜修悠館高等学校

試合番号 D-7 ２回戦

試合番号

秋田商業高等学校

階級 選手名 内容 選手名

階級 選手名 内容 選手名

海老　耕司 (4-3,TF7-0=2:00) 友寄　大樹

岩崎　裕介 F1P1:22(0-6) 佐々木峻介

(0-4,1-4) 桑原　章嘉

横山　　　博 F2P0:54(TF0-6=1:43,6-4) 友寄　雄大

稲谷　　工

清廣　　　淳 (2-1,TF0-6=2:00,1-3) 宮里　英旭

前大舛明生

F2P0:07(TF0-7=0:36,0-3) 伊藤　　拓

猪原　稔己 F2P1:12(TF6-0=1:43,4-0) 赤嶺　　響

中島孝志朗

嘉陽　研人

結城　　隼

(TF0-6=0:50,TF0:6=1:21) 松田　健悟

島村　太朗 F3P0:54(TF9-2=1:55,4-9,8-0) 比嘉　　司

青山　浩和 F1P1:26(0-5) 殿村　和城
F1P0:44(0-6) 櫻庭　正義

知念　啓悟

荒金　　薫 (TF0-6=0:29,TF0-8=0:56) 齊藤　拳斗

平田　　翔 (3-1,0-2,0-3)


