
1R（１)
階級 （R)氏名 （R)大学名 （B)氏名 （B)大学名
55 高ノ山翼 中央大学 (0-1,2-5) PP 田口光成 法政大学
60 小林篤生 中央大学 PP (1-0,8-2=1:00) 梶本翔太 法政大学
66 椿恭将 中央大学 TV (6-0=1:12) 梅木優輝 法政大学
74 中井伸一 中央大学 PO (1-0=2:25,5-0) 倉野真之介 法政大学
84 森達也 中央大学 PP (6-0=1:30,2-1) 赤地俊樹 法政大学
96 天野雅之 中央大学 ST (7-0=1:33,6-0=0:57) 藤澤啓祐 法政大学
120 斉藤和也 中央大学 PO (4-0,1-0=2:30) 岩田直弥 法政大学

スコア 6 対 1

55 濱田裕馬 日本文理大学 VA 大東文化大学
60 安永純 日本文理大学 （0-3,0-1,2-4) PP 尾崎淳 大東文化大学
66 手島徹 日本文理大学 PO (4-0,1-0) 村木英太 大東文化大学
74 亀井竜昇 日本文理大学 (2-0,0-1,2-3) PP 川本優 大東文化大学
84 濱吉龍太 日本文理大学 (4-6,0-5=0:41) VT 大野良治 大東文化大学
96 佐藤幸星 日本文理大学 (2-1,3-7=1:45) VT 宇野貢 大東文化大学
120 玉田好司高 日本文理大学 (1-1L,0-2) PO 田中哲也 大東文化大学

スコア 2 対 5

55 橋本正樹 天理大学 （0-8,0-6=0:43) ST 水越智也 山梨学院大学
60 矢形仙明 天理大学 (0-3,0-6) PO 浜本豊 山梨学院大学
66 西村元 天理大学 （0-7=0:53,0-6=1:36) ST 後藤圭吾 山梨学院大学
74 松崎浩二 天理大学 (0-1,0-6=1:08) PO 高杉遼介 山梨学院大学
84 小池元徳 天理大学 （0-5,0-6=0:40) PO 鈴木友希 山梨学院大学
96 福井祐士 天理大学 （0-3,0-1) PO 金澤勝利 山梨学院大学
120 門垣 天理大学 （0-7,0-6=1:31) ST 増田拓也 山梨学院大学

スコア 0 対 7

55 若林健太 東洋大学 PP （２－２B,1-0,4-3) 守田陽 国士舘大学
60 沓澤尭 東洋大学 PP (1-0,0-1,3-0) 原口遼 国士舘大学
66 岡本遼 東洋大学 (0-7=1:07,0-5) PO 小田裕之 国士舘大学
74 酒巻和輝 東洋大学 (0-3=2:02.0-6=0:34) PO 葈澤謙 国士舘大学
84 平澤拡 東洋大学 ＶＴ （０－３＝１：５１） 嶋田裕太 国士舘大学
96 沖洋平 東洋大学 （１－１Ｌ、０－１） ＰＰ 佐藤良樹 国士舘大学
120 坂本将悟 東洋大学 (1-0=2:03,0-1,0-3) PP 内谷幸博 国士舘大学

スコア 3 対 4

55 矢後匡平 日本大学 PP (5-0,1L-1) 柴田秀平 神奈川大学
60 入江清志 日本大学 PO (1-0,4-0) 豊田祐太 神奈川大学
66 岩永翔吾 日本大学 VT (9-1-1:58) 佐藤仁貴 神奈川大学
74 吉崎翔太 日本大学 PP (2-0,5-2) 長谷川公俊 神奈川大学
84 永田裕城 日本大学 PO 7-0=0:21,4-0) 高野智大 神奈川大学
96 森龍之進 日本大学 PP (0-1=2:04,1-0,4-0) 松林和宏 神奈川大学
120 相澤優人 日本大学 VT (7-0=1:13) 古川正人 神奈川大学

スコア 7 対 0

55 宇都宮大輔 福岡大学 （１－１L,0-2) PP 半田守 専修大学
60 戸川雅人 福岡大学 PP (0-3,1-0=1:00,1-0) 笠井健士 専修大学
66 黒崎辰馬 福岡大学 PP (1-0,3-5,2-0) 近藤達也 専修大学
74 笠井晋吾 福岡大学 PO (3-0,1-0) 桑原一直 専修大学
84 川畑赴人 福岡大学 (1-3,0-5) PP 江藤公洋 専修大学
96 稲木翔太 福岡大学 (0-6=0:50,0-7=0:45) ST 鈴木聖二 専修大学
120 廣瀬桂将 福岡大学 (0-1,0-1) PO 馬場貴大 専修大学

スコア 3 対 4

55 岡田尚幸 明治大学 (1-5,0-6=1:43) PP 佐々木晋 拓殖大学
60 鈴木将人 明治大学 (0-7=1:10) VT 内村勇太 拓殖大学
66 笠岡涼太 明治大学 (1-5,2-5) PP 岩渕尚紀 拓殖大学
74 相澤龍 明治大学 PP (5-3,2-1) 福田翼 拓殖大学
84 加藤大志郎 明治大学 (0-1,0-6=1:54) PO 高谷惣亮 拓殖大学
96 徳山利範 明治大学 (0-6=1:50,0-1) PO 岡太一 拓殖大学
120 佐藤洋輔 明治大学 VT (1-0,6-2=1:20) 村木孝太郎 拓殖大学

スコア 2 対 5


