
回戦 赤 勝利P 決勝時間 決勝技 勝利P 白

1回戦 岩田卓也(帝京大学) ○ 2分05秒 払巻込 石坂翔斗(東京農業大学)

1回戦 田上創(東京大学) ○ 2分52秒 合わせ技 松岡真(中央大学)

1回戦 尾崎央達(日本大学) ○ 0分48秒 小外掛 佐藤皓生(明星大学)

1回戦 野村幸汰(東海大学) GS2分09秒 払巻込 土屋潤(中央大学)

1回戦 長谷川公輝(早稲田大学) 0分44秒 払巻込 ○ 日向野泰彬(順天堂大学)

1回戦 竹内輝(青山学院大学) 2分36秒 払腰 ○ 鳥羽慶吾(大正大学)

1回戦 小山亮(帝京大学) 5分00秒 小外掛 佐伯憲法(拓殖大学)

1回戦 板川佳功(中央大学) 5分00秒 払巻込 山内佑(駒澤大学)

1回戦 森内椋平(日本体育大学) 4分55秒 腕挫十字固 ○ 寺崎達也(明治大学)

1回戦 本多裕史(國學院大学) ○ 3分27秒 上四方固 本橋武裕(東京経済大学)

1回戦 枝元優樹(中央大学) 0分00秒 不戦勝ち ○ 田部翔也(帝京大学)

1回戦 佐伯勇磨(大東文化大学) 4分28秒 大外刈 ○ 小幡豪紀(日本体育大学)

1回戦 本間稔永(日本大学) 1分23秒 内股 ○ 入江翼(駒澤大学)

1回戦 五十嵐唯大(東海大学) ○ 1分48秒 内股 大井崇(拓殖大学)

1回戦 藤本伸明(創価大学) ○ 3分58秒 合わせ技 和田大輝(法政大学)

1回戦 星野拓真(中央大学) 5分00秒 指導2 高辻大地(慶應義塾大学)

1回戦 熊谷和樹(東京農業大学) ○ 0分18秒 払腰返 キアラシダーウッド(早稲田大学)

1回戦 黒木正弘(日本大学) 5分00秒 小外掛 山本翔一(駒澤大学)

1回戦 横山尭世(國學院大学) ○ 2分45秒 内股 内田濯登(大正大学)

1回戦 伊藤拓也(東京有明医療大学) 0分37秒 合わせ技 ○ 上原将吾(東洋大学)

2回戦 田中大貴(国士舘大学) ○ 1分18秒 払腰 岩田卓也(帝京大学)

2回戦 内田一希(専修大学) 1分29秒 内股 ○ 田上創(東京大学)

2回戦 大内涼(大東文化大学) 5分00秒 払巻込 尾崎央達(日本大学)

2回戦 土屋潤(中央大学) ○ 4分00秒 合わせ技 日向野泰彬(順天堂大学)

2回戦 藤川和紀(日本大学) GS3分00秒 判定3-0 鳥羽慶吾(大正大学)

2回戦 遠藤翼(国士舘大学) ○ 3分26秒 合わせ技 佐伯憲法(拓殖大学)

2回戦 藤井岳(慶應義塾大学) ○ 2分15秒 内股 山内佑(駒澤大学)

2回戦 寺崎達也(明治大学) ○ 3分16秒 合わせ技 本多裕史(國學院大学)

2回戦 井上貴裕(国士舘大学) ○ 3分08秒 大腰 田部翔也(帝京大学)

100㎏超級



2回戦 中村圭佑(専修大学) 0分39秒 払腰 ○ 小幡豪紀(日本体育大学)

2回戦 福本翼(中央大学) 5分00秒 指導3 入江翼(駒澤大学)

2回戦 五十嵐唯大(東海大学) ○ 0分41秒 内股 藤本伸明(創価大学)

2回戦 奥村達郎(東海大学) ○ 2分35秒 内股 高辻大地(慶應義塾大学)

2回戦 鈴木翔哉(順天堂大学) ○ 1分09秒 払巻込 熊谷和樹(東京農業大学)

2回戦 村上拓(国士舘大学) ○ 1分11秒 内股 黒木正弘(日本大学)

2回戦 横山尭世(國學院大学) 5分00秒 指導2 上原将吾(東洋大学)

3回戦 田中大貴(国士舘大学) ○ 2分22秒 払腰 田上創(東京大学)

3回戦 尾崎央達(日本大学) 2分10秒 払腰 ○ 土屋潤(中央大学)

3回戦 藤川和紀(日本大学) 2分40秒 縦四方固 ○ 遠藤翼(国士舘大学)

3回戦 藤井岳(慶應義塾大学) 4分57秒 内股 ○ 寺崎達也(明治大学)

3回戦 井上貴裕(国士舘大学) ○ 3分24秒 払腰 小幡豪紀(日本体育大学)

3回戦 福本翼(中央大学) ○ 1分44秒 大外刈 五十嵐唯大(東海大学)

3回戦 奥村達郎(東海大学) ○ 3分46秒 内股 鈴木翔哉(順天堂大学)

3回戦 村上拓(国士舘大学) ○ 3分11秒 払腰返 横山尭世(國學院大学)

準々決勝戦 田中大貴(国士舘大学) ○ 4分47秒 大内刈 土屋潤(中央大学)

準々決勝戦 遠藤翼(国士舘大学) ○ 0分00秒 不戦勝ち 寺崎達也(明治大学)

準々決勝戦 井上貴裕(国士舘大学) ○ GS2分42秒 大内刈 福本翼(中央大学)

準々決勝戦 奥村達郎(東海大学) ○ 3分32秒 裏投 村上拓(国士舘大学)

準決勝戦 田中大貴(国士舘大学) ○ 2分54秒 払腰 遠藤翼(国士舘大学)

準決勝戦 井上貴裕(国士舘大学) 5分00秒 払巻込 奥村達郎(東海大学)

決勝戦 田中大貴(国士舘大学) ○ GS0分35秒 払巻込 奥村達郎(東海大学)

代表決定1回戦 田上創(東京大学) 5分00秒 出足払 尾崎央達(日本大学)

代表決定1回戦 藤川和紀(日本大学) ○ 0分00秒 不戦勝ち 藤井岳(慶應義塾大学)

代表決定1回戦 小幡豪紀(日本体育大学) 2分52秒 合わせ技 ○ 五十嵐唯大(東海大学)

代表決定1回戦 鈴木翔哉(順天堂大学) 2分08秒 払巻込 ○ 横山尭世(國學院大学)

代表決定2回戦 尾崎央達(日本大学) ○ 0分00秒 不戦勝ち 藤井岳(慶應義塾大学)

代表決定2回戦 小幡豪紀(日本体育大学) ○ 0分57秒 払腰 鈴木翔哉(順天堂大学)

代表決定3回戦 尾崎央達(日本大学) 3分34秒 小外刈 ○ 小幡豪紀(日本体育大学)


