
１回戦

階級 立教大学 東北学院大学

57 不戦勝 ○ 後藤大河

61 不戦勝 ○ 大谷隼人

65 繁高主税 ○ 不戦勝

70 不戦勝 ○ 本間翔

74 宮川賢志 T 11-0 杉下健太

86 芝知樹 ○ 不戦勝

125 飯島大樹 ○ 不戦勝

階級 慶應義塾大学 防衛大学校

57 桑田夏陽亜 T 14-4 森崎克也

61 山崎慎也 0-11 T 永田雄一郎

65 吉岡佑士朗 ○ ８－２ 有馬伸

70 山下心京 ○ １０－８ 市原功貴

74 留福 ４－６ ○ 髙倉太希

86 留誠 T １０－０ 龍門佑輔

125 内山正志 ◎ ４－０ 中島大

２回戦

【二部リーグ】

４－３

５－２

２回戦

階級 立教大学 東京大学

57 不戦

61 不戦

65 繁高主税 T １０－０ 稲田勲保

70 不戦勝 ○ 西村征馬

74 宮川賢志 T １０－０ 水谷直輝

86 芝知樹 ○ ６－０ 永井文彦

125 飯島大樹 ○ 不戦勝

階級 慶應義塾大学 東北学院大学

57 桑田夏陽亜 T １２－２ 後藤大河

61 伊藤暉 T １２－２ 大谷隼人

65 小澤健斗 ○ 不戦勝

70 山下心京 T １０－０ 本間翔

74 留福 T １０－０ 杉下健太

86 留誠 ○ 不戦勝

125 内山正志 ○ 不戦勝

４－１

７－０



３回戦

階級 立教大学 防衛大学校

57 不戦 ○ 石井将善

61 不戦 ○ 那谷屋久

65 繁高主税 ○ ６－４ 有馬伸

70 不戦 ○ 髙倉太希

74 宮川賢志 ○ ６－４ 市原功貴

86 芝知樹 ４－８ ○ 龍門佑輔

125 飯島大樹 ◎ ４－０ 中島大

階級 東京大学 東北学院大学

57 不戦 ○ 後藤大河

61 不戦 ○ 大谷隼人

65 西村征馬 ○ 不戦

70 稲田勲保 ０－１０ T 本間翔

74 水谷直輝 ◎ ４－４ 杉下健太

86 永井文彦 ○ 不戦

125

４回戦

３－４

３－３(勝ち点で東大）

階級 防衛大学校 東北学院大学

57 石井将善 ０－１０ T 後藤大河

61 森崎克也 ○ 不戦勝

65 永田雄一郎 ○ １０－０ 大谷隼人

70 市原功貴 ◎ ８－０ 本間翔

74 髙倉太希 ◎ １２－０ 杉下健太

86 龍門佑輔 ○ 不戦勝

125 中島大 ○ 不戦勝

階級 慶應義塾大学 東京大学

57 石橋拓樹 ○ 不戦勝

61 伊藤暉 ◎ ４－２ 笹川裕矢

65 小澤健斗 ○ ８－２ 稲田勲保

70 志塚龍之介 ４－１０ ○ 水谷直輝

74 留福 ○ 不戦勝

86 留誠 T １０－０ 永井文彦

125 内山正志 ○ 不戦勝

６－１

６－１



５回戦

階級 防衛大学校 東京大学

57 濱晃大 ○ 不戦勝

61 河野桂一郎 ○ １４－１２ 笹川裕矢

65 有馬伸 T １０－０ 稲田勲保

70 髙倉太希 T １１－０ 水谷直輝

74 山崎慎一郎 ○ 不戦勝

86 大下貴士 T １０－０ 永井文彦

125 中島大 ○ 不戦勝

階級 立教大学 慶應義塾大学

57 不戦勝 ○ 西拓弥

61 不戦勝 ○ 石橋拓樹

65 繁高主税 ４－４ ○ 吉岡佑士朗

70 不戦勝 ○ 志塚龍之介

74 宮川賢志 ０－４ ○ 山下心京

86 芝知樹 不戦勝 ○ 留誠

125 飯島大樹 ８－２ ◎ 内山正志

７－０

０－７


