
回戦 赤 勝利P 決勝時間 決勝技 勝利P 白

1回戦 杉田龍文(日本大学) 5分00秒 指導3 内田昌宏(駒澤大学)

1回戦 佐藤一徳(上智大学) 0分15秒 背負投 ○ 小沢祐介(東洋大学)

1回戦 小林巧(東京農業大学) 2分35秒 内股 ○ 林孝樹(早稲田大学)

1回戦 松尾直洋(帝京科学大学) 3分18秒 総合勝ち ○ 長澤憲大(東海大学)

1回戦 重松賢太郎(明治大学) ○ 1分57秒 大内刈 佐伯夏海(法政大学)

1回戦 吉野柾志(武蔵大学) 3分36秒 払腰 ○ 高橋顕太郎(拓殖大学)

1回戦 山田音景(学習院大学) 3分20秒 払腰 ○ 関森宗平(大東文化大学)

1回戦 高田博文(順天堂大学) 2分52秒 上四方固 ○ 釘丸太一(国士舘大学)

1回戦 板羽貴輝(一橋大学) 1分06秒 縦四方固 ○ 田坂翔太(日本体育大学)

1回戦 鈴木　将平(帝京大学) 1分16秒 袖釣込腰 ○ 辰美優雅(日本文化大学)

1回戦 郡司拳佑(慶應義塾大学) 0分16秒 払巻込 ○ 鴇田健介(大正大学)

1回戦 倉本大悟(大東文化大学) ○ 1分39秒 縦四方固 小林剛史(立教大学)

1回戦 下村柔悟(日本大学) ○ 1分06秒 払腰 田中将大(東京理科大学)

1回戦 佐藤大樹(専修大学) 5分00秒 払腰 林泰功(青山学院大学)

1回戦 玉城幸大(法政大学) GS3分00秒 判定3-0 玉那覇達也(明治大学)

1回戦 中川凱貴(國學院大学) ○ 0分40秒 大外刈 新林大器(帝京大学)

1回戦 若林大祐(東海大学) ○ 0分44秒 袖釣込腰 齋藤昂一(東京学芸大学)

1回戦 下田一輝(法政大学) ○ 4分33秒 袖釣込腰 日比野真実(順天堂大学)

1回戦 新井真生(東洋大学) 4分00秒 体落 ○ 吉武壮祐(慶應義塾大学)

1回戦 三宅将司(専修大学) ○ 2分45秒 合わせ技 田澤広貴(一橋大学)

1回戦 三浦啓汰(明治学院大学) ○ 0分44秒 大外刈 橋村健太(明星大学)

1回戦 大王光貴(中央大学) ○ 0分10秒 内股すかし 佐藤翔平(法政大学)

1回戦 前田崚登(東洋大学) ○ 2分09秒 小外刈 筒井恵弥(明治大学)

1回戦 荻原克宏(駒澤大学) GS1分11秒 払巻込 河内貴大(東京農業大学)

1回戦 井上昂亮(早稲田大学) ○ 0分31秒 腕挫十字固 宮下佑樹(東京経済大学)

1回戦 印南尊弘(順天堂大学) ○ 4分35秒 合わせ技 佐藤圭太(大東文化大学)

1回戦 鈴木慎平(日本体育大学) ○ 0分51秒 内股 服部清人(日本大学)

1回戦 横田雄斗(国士舘大学) ○ 2分49秒 大内刈 出口大地(拓殖大学)

1回戦 和田啓祐(東京理科大学) 3分22秒 一本背負投 ○ 伊集院健人(東京有明医療大学)

2回戦 地﨑亮祐(國學院大学) 5分00秒 指導2 杉田龍文(日本大学)

2回戦 小沢祐介(東洋大学) 5分00秒 内股 林孝樹(早稲田大学)

2回戦 長澤憲大(東海大学) GS0分30秒 内股返 重松賢太郎(明治大学)
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2回戦 高橋顕太郎(拓殖大学) 5分00秒 小外掛 関森宗平(大東文化大学)

2回戦 後藤将志(法政大学) 1分15秒 内股返 ○ 釘丸太一(国士舘大学)

2回戦 田坂翔太(日本体育大学) ○ 3分46秒 背負投 辰美優雅(日本文化大学)

2回戦 鴇田健介(大正大学) 5分00秒 大内返 倉本大悟(大東文化大学)

2回戦 下村柔悟(日本大学) 5分00秒 大外刈 佐藤大樹(専修大学)

2回戦 大堀直也(日本体育大学) ○ 2分37秒 袖釣込腰 玉那覇達也(明治大学)

2回戦 中川凱貴(國學院大学) 4分21秒 肩固 ○ 若林大祐(東海大学)

2回戦 下田一輝(法政大学) 5分00秒 小外刈 吉武壮祐(慶應義塾大学)

2回戦 三宅将司(専修大学) 5分00秒 内股 三浦啓汰(明治学院大学)

2回戦 大王光貴(中央大学) 5分00秒 払腰 前田崚登(東洋大学)

2回戦 荻原克宏(駒澤大学) 3分36秒 合わせ技 ○ 井上昂亮(早稲田大学)

2回戦 印南尊弘(順天堂大学) GS2分00秒 合わせ技 ○ 鈴木慎平(日本体育大学)

2回戦 横田雄斗(国士舘大学) ○ 1分29秒 上四方固 伊集院健人(東京有明医療大学)

3回戦 地﨑亮祐(國學院大学) ○ 1分45秒 縦四方固 林孝樹(早稲田大学)

3回戦 長澤憲大(東海大学) ○ 2分41秒 払腰 高橋顕太郎(拓殖大学)

3回戦 釘丸太一(国士舘大学) 5分00秒 一本背負投 田坂翔太(日本体育大学)

3回戦 鴇田健介(大正大学) 3分02秒 小外刈 ○ 佐藤大樹(専修大学)

3回戦 大堀直也(日本体育大学) 5分00秒 指導2 若林大祐(東海大学)

3回戦 吉武壮祐(慶應義塾大学) GS3分00秒 判定2-1 三浦啓汰(明治学院大学)

3回戦 大王光貴(中央大学) ○ 0分57秒 体落 井上昂亮(早稲田大学)

3回戦 鈴木慎平(日本体育大学) GS3分00秒 判定2-1 横田雄斗(国士舘大学)

準々決勝戦 地﨑亮祐(國學院大学) GS1分24秒 内股返 長澤憲大(東海大学)

準々決勝戦 釘丸太一(国士舘大学) ○ 1分03秒 合わせ技 佐藤大樹(専修大学)

準々決勝戦 若林大祐(東海大学) ○ 1分00秒 背負投 三浦啓汰(明治学院大学)

準々決勝戦 大王光貴(中央大学) GS1分00秒 指導2 鈴木慎平(日本体育大学)

準決勝戦 地﨑亮祐(國學院大学) 1分23秒 小外刈 ○ 釘丸太一(国士舘大学)

準決勝戦 若林大祐(東海大学) ○ 0分33秒 背負投 大王光貴(中央大学)

決勝戦 釘丸太一(国士舘大学) ○ 4分01秒 横四方固 若林大祐(東海大学)

代表決定1回戦 林孝樹(早稲田大学) GS0分30秒 内股 ○ 高橋顕太郎(拓殖大学)

代表決定1回戦 田坂翔太(日本体育大学) 5分00秒 内股 鴇田健介(大正大学)

代表決定1回戦 大堀直也(日本体育大学) ○ 2分01秒 一本背負投 吉武壮祐(慶應義塾大学)

代表決定1回戦 井上昂亮(早稲田大学) 3分51秒 内股すかし ○ 横田雄斗(国士舘大学)

代表決定2回戦 林孝樹(早稲田大学) 1分00秒 支釣込足 ○ 鴇田健介(大正大学)

代表決定2回戦 吉武壮祐(慶應義塾大学) 2分35秒 釣込腰 ○ 井上昂亮(早稲田大学)


