
回戦 赤 勝利P 決勝時間 決勝技 勝利P 白

1回戦 椿知浩(東京大学) 1分12秒 上四方固 ○ 吉田健人(日本体育大学)

1回戦 山下雄大(順天堂大学) ○ 2分25秒 内股 小手博文(桜美林大学)

1回戦 成島和貴(亜細亜大学) 2分42秒 一本背負投 ○ 金子良大(東京農業大学)

1回戦 小林将来(早稲田大学) ○ 0分45秒 肩固 伊藤智将(日本大学)

1回戦 青木卓仁(一橋大学) 4分24秒 背負投 ○ 齋藤悠生(専修大学)

1回戦 佐藤恵夢(立教大学) 5分00秒 指導2 内山将太(國學院大学)

1回戦 相磯良太(大正大学) 5分00秒 指導2 小川誠人(一橋大学)

1回戦 岡田仁人(創価大学) 3分50秒 肩車 ○ 三井大輝(国士舘大学)

1回戦 津田学(亜細亜大学) 5分00秒 内股 矢永元宣(東京有明医療大学)

1回戦 細川三四郎(拓殖大学) 1分58秒 後袈裟固 ○ 斉藤大樹(帝京科学大学)

1回戦 氏家大祐(東京工業大学) 3分55秒 背負投 ○ 千田聖也(中央大学)

1回戦 金田一麟平(東京大学) 0分00秒 不戦勝ち ○ 古賀裕紹(駒澤大学)

1回戦 横山綾亮(帝京科学大学) ○ 0分46秒 裏投 遠矢直樹(東京大学)

1回戦 秦琢磨(東京農業大学) GS3分00秒 判定2-1 新島尚紀(立正大学)

1回戦 田中聖也(東洋大学) GS3分00秒 判定2-1 大塚大輔(東京経済大学)

1回戦 星光(國學院大学) ○ 1分57秒 裏投 篠山友和(駒澤大学)

1回戦 秋山昂大(日本体育大学) GS3分00秒 判定2-1 吉原大貴(早稲田大学)

1回戦 井上倫貴(東海大学) ○ 3分06秒 腕挫十字固 平良隼人(法政大学)

1回戦 野口健太(亜細亜大学) 1分53秒 体落 ○ 小菅開(帝京大学)

1回戦 増田侑也(東京農業大学) 2分10秒 反則勝ち ○ 高橋健太郎(一橋大学)

1回戦 大工廻朝晴(東京学芸大学) GS3分00秒 判定2-1 寺嶋郁弥(明治学院大学)

1回戦 佐野雄治(東京大学) 0分18秒 一本背負投 ○ 島田遼平(駒澤大学)

1回戦 中西彬(立正大学) 1分01秒 内股 ○ 平山慧周(順天堂大学)

1回戦 大野晃弘(拓殖大学) ○ 0分42秒 体落 大橋賢(東京理科大学)

2回戦 橋本壮市(東海大学) ○ 1分46秒 一本背負投 鎌田一輝(慶應義塾大学)

2回戦 崎原徳展(明治学院大学) 5分00秒 指導2 吉田健人(日本体育大学)

2回戦 三間賢(大正大学) 0分00秒 不戦勝ち ○ 山下雄大(順天堂大学)

2回戦 吉田尚道(東京学芸大学) 1分06秒 一本背負投 ○ 金子良大(東京農業大学)

2回戦 岩渕侑生(国士舘大学) ○ 5分00秒 上四方固 渡辺純也(帝京科学大学)

2回戦 リーマイケル(東京工業大学) 4分54秒 袖釣込腰 ○ 小林将来(早稲田大学)

2回戦 坂本大樹(学習院大学) GS0分18秒 背負投 ○ 齋藤悠生(専修大学)

2回戦 野田元(帝京大学) ○ 4分29秒 掬投 内山将太(國學院大学)

2回戦 加藤健(國學院大学) 5分00秒 指導2 戸木雄一(青山学院大学)
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2回戦 日置雄斗(日本体育大学) ○ 1分18秒 片羽絞 相磯良太(大正大学)

2回戦 森山寛太(慶應義塾大学) 5分00秒 指導2 三井大輝(国士舘大学)

2回戦 佐藤生虎(東洋大学) ○ 4分16秒 腕挫十字固 矢永元宣(東京有明医療大学)

2回戦 平田真也(大東文化大学) ○ 1分28秒 袖釣込腰 伊久美新(法政大学)

2回戦 片山海斗(成蹊大学) 4分03秒 崩上四方固 ○ 斉藤大樹(帝京科学大学)

2回戦 明瀬克也(学習院大学) 4分24秒 袖釣込腰 ○ 千田聖也(中央大学)

2回戦 荒木俊晴(立正大学) 2分29秒 袖釣込腰 ○ 古賀裕紹(駒澤大学)

2回戦 茅野圭祐(日本大学) ○ 0分32秒 払腰 今井尚(大正大学)

2回戦 永島弘之(学習院大学) ○ 0分19秒 内股 横山綾亮(帝京科学大学)

2回戦 小島健太郎(東京有明医療大学) 5分00秒 体落 秦琢磨(東京農業大学)

2回戦 谷章宏(成蹊大学) 0分51秒 送足払 ○ 田中聖也(東洋大学)

2回戦 三浦健寛(国士舘大学) ○ 2分39秒 横四方固 大沼明敬(大正大学)

2回戦 安藝悠馬(慶應義塾大学) ○ 3分03秒 支釣込足 星光(國學院大学)

2回戦 佐達義隆(帝京大学) ○ 1分30秒 払腰 秋山昂大(日本体育大学)

2回戦 小野卓哉(大東文化大学) 2分21秒 小内刈 ○ 井上倫貴(東海大学)

2回戦 井上修平(國學院大学) ○ 2分43秒 合わせ技 土方賢(大正大学)

2回戦 山本俊介(慶應義塾大学) GS2分35秒 大腰 小菅開(帝京大学)

2回戦 矢永大悟(東京有明医療大学) GS3分00秒 判定2-1 高橋健太郎(一橋大学)

2回戦 佐藤弘一(創価大学) ○ 1分26秒 体落 寺嶋郁弥(明治学院大学)

2回戦 吉野拓馬(早稲田大学) ○ 1分49秒 崩上四方固 菅井真悠(学習院大学)

2回戦 中村一那(帝京科学大学) ○ 4分07秒 合わせ技 島田遼平(駒澤大学)

2回戦 江尻悠二(東京工業大学) 1分15秒 合わせ技 ○ 平山慧周(順天堂大学)

2回戦 丸田侑廣(専修大学) 5分00秒 指導2 大野晃弘(拓殖大学)

3回戦 橋本壮市(東海大学) ○ GS2分43秒 袖釣込腰 吉田健人(日本体育大学)

3回戦 山下雄大(順天堂大学) 5分00秒 肩車 金子良大(東京農業大学)

3回戦 岩渕侑生(国士舘大学) ○ 4分16秒 内股すかし 小林将来(早稲田大学)

3回戦 齋藤悠生(専修大学) ○ 4分19秒 袖釣込腰 野田元(帝京大学)

3回戦 加藤健(國學院大学) 2分32秒 裏投 ○ 日置雄斗(日本体育大学)

3回戦 三井大輝(国士舘大学) ○ 2分48秒 肩車 佐藤生虎(東洋大学)

3回戦 平田真也(大東文化大学) 5分00秒 隅返 斉藤大樹(帝京科学大学)

3回戦 千田聖也(中央大学) 5分00秒 指導2 古賀裕紹(駒澤大学)

3回戦 茅野圭祐(日本大学) ○ 2分25秒 指導4 永島弘之(学習院大学)

3回戦 小島健太郎(東京有明医療大学) 5分00秒 裏投 田中聖也(東洋大学)

3回戦 三浦健寛(国士舘大学) ○ 3分35秒 横四方固 安藝悠馬(慶應義塾大学)



3回戦 佐達義隆(帝京大学) 2分41秒 合わせ技 ○ 井上倫貴(東海大学)

3回戦 井上修平(國學院大学) ○ 0分54秒 内股 小菅開(帝京大学)

3回戦 矢永大悟(東京有明医療大学) 5分00秒 巴投 佐藤弘一(創価大学)

3回戦 吉野拓馬(早稲田大学) 1分41秒 腕挫十字固 ○ 中村一那(帝京科学大学)

3回戦 平山慧周(順天堂大学) 5分00秒 袖釣込腰 丸田侑廣(専修大学)

4回戦 橋本壮市(東海大学) ○ 0分17秒 一本背負投 山下雄大(順天堂大学)

4回戦 岩渕侑生(国士舘大学) ○ 3分19秒 崩上四方固 齋藤悠生(専修大学)

4回戦 日置雄斗(日本体育大学) ○ 2分32秒 小外刈 三井大輝(国士舘大学)

4回戦 平田真也(大東文化大学) 4分12秒 袖釣込腰 ○ 千田聖也(中央大学)

4回戦 茅野圭祐(日本大学) ○ 1分13秒 腕緘 小島健太郎(東京有明医療大学)

4回戦 三浦健寛(国士舘大学) 5分00秒 内股返 井上倫貴(東海大学)

4回戦 井上修平(國學院大学) 5分00秒 指導2 佐藤弘一(創価大学)

4回戦 中村一那(帝京科学大学) ○ 4分46秒 一本背負投 平山慧周(順天堂大学)

準々決勝戦 橋本壮市(東海大学) 5分00秒 小内刈 岩渕侑生(国士舘大学)

準々決勝戦 日置雄斗(日本体育大学) GS1分32秒 支釣込足 千田聖也(中央大学)

準々決勝戦 茅野圭祐(日本大学) ○ 2分31秒 内股 井上倫貴(東海大学)

準々決勝戦 井上修平(國學院大学) GS0分42秒 小外掛 中村一那(帝京科学大学)

準決勝戦 橋本壮市(東海大学) 5分00秒 指導2 千田聖也(中央大学)

準決勝戦 茅野圭祐(日本大学) 5分00秒 小外刈 井上修平(國學院大学)

決勝戦 橋本壮市(東海大学) GS3分00秒 判定3-0 茅野圭祐(日本大学)

代表決定1回戦 山下雄大(順天堂大学) ○ 1分46秒 合わせ技 齋藤悠生(専修大学)

代表決定1回戦 三井大輝(国士舘大学) GS1分47秒 小外刈 平田真也(大東文化大学)

代表決定1回戦 小島健太郎(東京有明医療大学) 2分35秒 三角絞 ○ 三浦健寛(国士舘大学)

代表決定1回戦 佐藤弘一(創価大学) 0分38秒 袖釣込腰 ○ 平山慧周(順天堂大学)

代表決定2回戦 齋藤悠生(専修大学) 2分20秒 崩袈裟固 ○ 平田真也(大東文化大学)

代表決定2回戦 小島健太郎(東京有明医療大学) 1分35秒 内股 ○ 佐藤弘一(創価大学)

代表決定3回戦 平田真也(大東文化大学) ○ 1分19秒 背負投 佐藤弘一(創価大学)


