
回戦 赤 勝利P 決勝時間 決勝技 勝利P 白

1回戦 永田祐樹(明治大学) ○ 1分23秒 払腰 田近晃太(大東文化大学)

1回戦 平良賢人(日本大学) ○ 3分44秒 合わせ技 福澤貴成(東京農業大学)

1回戦 杉沼駿(大正大学) 1分54秒 小外掛 ○ 石神大志(駒澤大学)

1回戦 尾黒荘太(武蔵大学) 0分00秒 不戦勝ち ○ 菅野康大(明治学院大学)

1回戦 端雄大(中央大学) ○ 2分06秒 内股返 菅原大喜(拓殖大学)

1回戦 田村嘉浩(東洋大学) 5分00秒 合わせ技 ○ 秋元優平(國學院大学)

1回戦 渡辺裕太(日本体育大学) ○ 0分19秒 払腰 小室寛人(法政大学)

1回戦 熊田耕成(早稲田大学) 5分00秒 小外刈 拂川勇太(帝京大学)

1回戦 杉田竜一(國學院大学) 0分38秒 反則勝ち ○ 蓮沼徹(明治学院大学)

1回戦 川元一洋(東京理科大学) 0分37秒 内股 ○ 伊藝雄大(中央大学)

1回戦 渋谷太佑(亜細亜大学) 2分44秒 払巻込 ○ 石須雄佑(専修大学)

1回戦 高橋良介(明治大学) ○ 3分03秒 大外刈 松雪直斗(東海大学)

1回戦 宮川嘉軌(国士舘大学) GS1分24秒 小内刈 大内一徹(日本大学)

1回戦 中野隼人(東海大学) ○ 0分40秒 横四方固 山崎諒弥(日本文化大学)

1回戦 高橋祐太(法政大学) ○ 5分00秒 不戦勝ち 滝悠磨(明治学院大学)

1回戦 寺井純平(拓殖大学) GS1分01秒 内股返 小林直樹(東京農業大学)

1回戦 大賀浩輝(駒澤大学) 1分50秒 払巻込 ○ 安達裕助(日本大学)

1回戦 後藤隆太郎(慶應義塾大学) 5分00秒 大内刈 飯沼元紀(國學院大学)

1回戦 渡邊祥真(國學院大学) 5分00秒 払腰 五味江貴(日本体育大学)

1回戦 石原隆佑(中央大学) ○ 0分38秒 小外刈 出口雄斗(東洋大学)

1回戦 池見幸大(専修大学) 2分44秒 小外刈 ○ 圓山泰雄(早稲田大学)

1回戦 巴山誠(日本大学) ○ 2分22秒 縦四方固 横山翔馬(学習院大学)

1回戦 稲木貴統(明治大学) ○ 2分12秒 支釣込足 鈴木隆平(一橋大学)

1回戦 馮博実(大東文化大学) ○ 5分00秒 不戦勝ち 京増隆英(亜細亜大学)

1回戦 塚本健太郎(国士舘大学) ○ 3分24秒 払腰 岩永力樹(帝京大学)

2回戦 小比類巻裕(国士舘大学) ○ 4分51秒 払巻込 永田祐樹(明治大学)

2回戦 平良賢人(日本大学) GS0分47秒 小外掛 ○ 石神大志(駒澤大学)

2回戦 大根匡騎(順天堂大学) ○ 1分54秒 横四方固 菅野康大(明治学院大学)
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2回戦 端雄大(中央大学) 5分00秒 指導2 秋元優平(國學院大学)

2回戦 制野孝二郎(日本大学) GS3分00秒 判定3-0 渡辺裕太(日本体育大学)

2回戦 拂川勇太(帝京大学) 5分00秒 指導2 蓮沼徹(明治学院大学)

2回戦 レイズカヨル(日本大学) ○ 1分49秒 大外刈 伊藝雄大(中央大学)

2回戦 石須雄佑(専修大学) 0分58秒 大外刈 ○ 高橋良介(明治大学)

2回戦 橋野智洋(日本体育大学) ○ 2分04秒 大内刈 大内一徹(日本大学)

2回戦 中野隼人(東海大学) 5分00秒 内股返 高橋祐太(法政大学)

2回戦 庄司博一(明治大学) 5分00秒 払巻込 寺井純平(拓殖大学)

2回戦 安達裕助(日本大学) 5分00秒 大内刈 後藤隆太郎(慶應義塾大学)

2回戦 稲田基(日本大学) 5分00秒 指導3 五味江貴(日本体育大学)

2回戦 石原隆佑(中央大学) 3分50秒 袈裟固 ○ 圓山泰雄(早稲田大学)

2回戦 巴山誠(日本大学) ○ 2分13秒 払巻込 稲木貴統(明治大学)

2回戦 馮博実(大東文化大学) 2分02秒 横四方固 ○ 塚本健太郎(国士舘大学)

3回戦 小比類巻裕(国士舘大学) ○ 5分00秒 合わせ技 石神大志(駒澤大学)

3回戦 大根匡騎(順天堂大学) 5分00秒 指導2 端雄大(中央大学)

3回戦 制野孝二郎(日本大学) ○ 1分16秒 大内刈 拂川勇太(帝京大学)

3回戦 レイズカヨル(日本大学) ○ 2分27秒 小外刈 高橋良介(明治大学)

3回戦 橋野智洋(日本体育大学) GS1分28秒 指導2 中野隼人(東海大学)

3回戦 庄司博一(明治大学) ○ 1分33秒 小外掛 安達裕助(日本大学)

3回戦 稲田基(日本大学) 5分00秒 大内刈 圓山泰雄(早稲田大学)

3回戦 巴山誠(日本大学) GS1分28秒 指導2 塚本健太郎(国士舘大学)

準々決勝戦 小比類巻裕(国士舘大学) 5分00秒 指導2 端雄大(中央大学)

準々決勝戦 制野孝二郎(日本大学) 2分21秒 合わせ技 ○ レイズカヨル(日本大学)

準々決勝戦 橋野智洋(日本体育大学) ○ GS1分24秒 小外刈 庄司博一(明治大学)

準々決勝戦 稲田基(日本大学) 5分00秒 指導2 塚本健太郎(国士舘大学)

準決勝戦 小比類巻裕(国士舘大学) GS3分00秒 判定2-1 レイズカヨル(日本大学)

準決勝戦 橋野智洋(日本体育大学) GS0分39秒 小外刈 稲田基(日本大学)

決勝戦 小比類巻裕(国士舘大学) GS3分00秒 判定3-0 橋野智洋(日本体育大学)

代表決定1回戦 石神大志(駒澤大学) 3分02秒 裏投 ○ 大根匡騎(順天堂大学)



代表決定1回戦 拂川勇太(帝京大学) 1分13秒 小外掛 ○ 高橋良介(明治大学)

代表決定1回戦 中野隼人(東海大学) 5分00秒 指導2 安達裕助(日本大学)

代表決定1回戦 圓山泰雄(早稲田大学) 2分26秒 小外掛 ○ 巴山誠(日本大学)

代表決定2回戦 石神大志(駒澤大学) ○ 2分39秒 裏投 拂川勇太(帝京大学)

代表決定2回戦 中野隼人(東海大学) ○ 2分16秒 出足払 圓山泰雄(早稲田大学)

代表決定3回戦 石神大志(駒澤大学) 4分22秒 小内返 ○ 中野隼人(東海大学)


