
回戦 赤 勝利P 決勝時間 決勝技 勝利P 白

1回戦 駒杵嵩大(東海大学) ○ 1分06秒 合わせ技 森下周亮(東京学芸大学)

1回戦 古川凌(早稲田大学) 0分37秒 腕挫十字固 ○ 松﨑裕毅(帝京科学大学)

1回戦 三上真(拓殖大学) ○ 1分11秒 払腰 井内幸太郎(東京経済大学)

1回戦 多田羅大地(東洋大学) ○ 0分32秒 一本背負投 四條勝也(武蔵大学)

1回戦 伊藤峻(慶應義塾大学) 5分00秒 指導2 木原雪智(大東文化大学)

1回戦 高木秀(東京工業大学) 0分37秒 袖釣込腰 ○ 田路悟士(日本体育大学)

1回戦 森田恭生(明治大学) GS0分28秒 背負投 石井真悟(大正大学)

1回戦 斉藤弘樹(國學院大学) ○ 0分48秒 腕挫十字固 岡成彦(立正大学)

1回戦 後藤雄斗(東京理科大学) 5分00秒 不戦勝ち ○ 田原大資(日本大学)

1回戦 大草友範(桜美林大学) 5分00秒 判定2-1 内田勝生(中央大学)

1回戦 吉田将望(日本文化大学) 2分27秒 背負投 ○ 藤澤征憲(国士舘大学)

1回戦 満田和総(國學院大学) ○ 0分48秒 大外刈 倉持寛太(大正大学)

1回戦 對馬慶亮(法政大学) 4分09秒 小内巻込 ○ 秋元大地(中央大学)

1回戦 秋元浩樹(明治大学) ○ 1分50秒 崩上四方固 原優輔(桜美林大学)

1回戦 待鳥卓(東京工業大学) 0分39秒 合わせ技 ○ 斉藤大成(東洋大学)

1回戦 惟村伸平(帝京科学大学) ○ 2分10秒 合わせ技 上瀧郁哉(東京農業大学)

1回戦 中村太輔(東京経済大学) 3分16秒 総合勝ち ○ 堀澤拓哉(拓殖大学)

1回戦 山田将弘(早稲田大学) 3分22秒 大外刈 ○ 松本拓(国士舘大学)

1回戦 小林昂弘(慶應義塾大学) 3分17秒 崩上四方固 ○ 竹内文汰(東海大学)

1回戦 原田武大(立教大学) 5分00秒 内股 藤本将晃(専修大学)

2回戦 宮本拓実(国士舘大学) 5分00秒 背負投 駒杵嵩大(東海大学)

2回戦 宮澤幸大(順天堂大学) 4分10秒 上四方固 ○ 松﨑裕毅(帝京科学大学)

2回戦 勝野智大(専修大学) ○ 2分22秒 横四方固 三上真(拓殖大学)

2回戦 多田羅大地(東洋大学) 5分00秒 判定3-0 木原雪智(大東文化大学)

2回戦 藤賀健司(帝京科学大学) 2分08秒 大外刈 ○ 田路悟士(日本体育大学)

2回戦 竹田芳樹(帝京大学) 5分00秒 肩車 森田恭生(明治大学)

2回戦 柴田悠輔(国士舘大学) ○ 4分28秒 崩上四方固 斉藤弘樹(國學院大学)

2回戦 田原大資(日本大学) ○ 1分37秒 背負投 大草友範(桜美林大学)

2回戦 河野亮哉(日本体育大学) 5分00秒 朽木倒 藤澤征憲(国士舘大学)
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2回戦 生田涼(東京理科大学) 0分42秒 上四方固 ○ 満田和総(國學院大学)

2回戦 柳岡直仁(帝京科学大学) GS2分00秒 肩車 秋元大地(中央大学)

2回戦 秋元浩樹(明治大学) 5分00秒 大内刈 斉藤大成(東洋大学)

2回戦 澤田涼(国士舘大学) ○ 5分00秒 崩上四方固 惟村伸平(帝京科学大学)

2回戦 菊地海(順天堂大学) 3分20秒 小外掛 ○ 堀澤拓哉(拓殖大学)

2回戦 宮澤大希(明治大学) 5分00秒 小内刈 松本拓(国士舘大学)

2回戦 竹内文汰(東海大学) 5分00秒 大外刈 藤本将晃(専修大学)

3回戦 駒杵嵩大(東海大学) 1分37秒 裏投 ○ 松﨑裕毅(帝京科学大学)

3回戦 勝野智大(専修大学) 5分00秒 小内刈 木原雪智(大東文化大学)

3回戦 田路悟士(日本体育大学) 5分00秒 背負投 竹田芳樹(帝京大学)

3回戦 柴田悠輔(国士舘大学) 5分00秒 後袈裟固 田原大資(日本大学)

3回戦 藤澤征憲(国士舘大学) 5分00秒 指導2 満田和総(國學院大学)

3回戦 秋元大地(中央大学) GS0分21秒 小外刈 斉藤大成(東洋大学)

3回戦 澤田涼(国士舘大学) 5分00秒 背負投 堀澤拓哉(拓殖大学)

3回戦 宮澤大希(明治大学) 2分14秒 小内巻込 竹内文汰(東海大学)

準々決勝戦 松﨑裕毅(帝京科学大学) 5分00秒 大内刈 勝野智大(専修大学)

準々決勝戦 田路悟士(日本体育大学) 5分00秒 背負投 田原大資(日本大学)

準々決勝戦 満田和総(國學院大学) ○ 0分52秒 大外刈 斉藤大成(東洋大学)

準々決勝戦 澤田涼(国士舘大学) 5分00秒 判定3-0 竹内文汰(東海大学)

準決勝戦 松﨑裕毅(帝京科学大学) ○ 2分50秒 上四方固 田原大資(日本大学)

準決勝戦 満田和総(國學院大学) 5分00秒 判定2-1 澤田涼(国士舘大学)

決勝戦 松﨑裕毅(帝京科学大学) ○ 1分26秒 上四方固 澤田涼(国士舘大学)

代表決定1回戦 駒杵嵩大(東海大学) 5分00秒 肩車 木原雪智(大東文化大学)

代表決定1回戦 竹田芳樹(帝京大学) 5分00秒 指導3 柴田悠輔(国士舘大学)

代表決定1回戦 藤澤征憲(国士舘大学) 5分00秒 指導3 秋元大地(中央大学)

代表決定1回戦 堀澤拓哉(拓殖大学) 3分54秒 合わせ技 ○ 宮澤大希(明治大学)

代表決定2回戦 木原雪智(大東文化大学) 5分00秒 指導2 竹田芳樹(帝京大学)

代表決定2回戦 秋元大地(中央大学) ○ 4分23秒 内股 堀澤拓哉(拓殖大学)

代表決定3回戦 竹田芳樹(帝京大学) 5分00秒 大内刈 秋元大地(中央大学)


