
選手名 所属 出身地/学年 選手名 所属 出身地/学年

1 女子Ｍｎ級 加藤　光 東洋大学 奈良/2年 〇 ５ＷＰ０ × 田口　心温 日本体育大学 東京/1年

2 女子Ｂ級 原田　美琴 東洋大学 熊本/1年 〇 ５ＷＰ０ × 大澤　玲奈 日本大学 埼玉/3年

3 ４部Ｂ級 伊勢　一徹 一橋大学 鹿児島/4年 〇 RSC1R
1'52 × 廣本 憲 國學院大學 埼玉/2年

4 ４部Ｂ級 齊藤　廣祐 獨協大学 福岡/2年 〇 ５ＷＰ０ × 加藤　将希 法政第二 神奈川/2年

5 ４部Ｌ級 高橋　周平 明治学院大学 東京/4年 〇 RSC2R
0'50 × 范　明民 法政第二 東京/2年

6 ４部ＬＷ級 畠山　大輝 明治学院大学 広島/3年 〇 ５ＷＰ０ × 宮本　鉄斗 帝京大学 東京/4年

7 ３部ＬＷ級 全 世要 朝鮮大学校 広島/4年 × １ＷＰ４ 〇 長嶋　元太 青山学院大学 東京/4年

8 ３部ＬＷ級 林　良生章 防衛大学校 兵庫/3年 × RSC2R
1'27 〇 岡村　魁星 明治大学 奈良/3年

9 ３部ＬＷ級 工藤　結羅 大東文化大学 青森/3年 〇 ５ＷＰ０ × 河合　優作 東海大学 北海道/1年

10 ３部ＬＷ級 植田　光祐 東京大学 岡山/4年 × RSC1R
1'37 〇 川西　響 早稲田大学 長崎/2年

11 ３部Ｗ級 建　寛人 東京大学 埼玉/3年 × １ＷＰ４ 〇 三宅　哲 青山学院大学 千葉/2年

12 ３部Ｗ級 宮田　万輝 早稲田大学 群馬/3年 × RSC1R
1'05 〇 朴 泰州 朝鮮大学校 東京/3年

13 ３部Ｗ級 稲葉　翔 明治大学 山形/4年 〇 ABD1R
2'34 × 二瓶　翔平 東海大学 福島/1年

14 ３部Ｗ級 伊藤　雄輝 防衛大学校 大阪/3年 × RSC2R
1'16 〇 田下　翔太 大東文化大学 岐阜/4年

15 ２部ＬＦ級 稲垣　海人 立教大学 三重/1年 〇 ５ＷＰ０ × 鈴木　寿治 日本体育大学 山形/3年

16 ２部Ｆ級 甲斐　拓海 立教大学 福岡/2年 〇 ５ＷＰ０ × 小林　寛汰 日本体育大学 静岡/3年

17 ２部Ｂ級 高橋　里季 立教大学 山形/3年 × ２ＷＰ３ 〇 川瀬　克弥 日本体育大学 熊本/2年

18 ２部Ｌ級 × ＷＯ 〇 墨　亮多 日本体育大学 愛知/2年

19 ２部ＬＷ級 橋本　翔矢 立教大学 東京/3年 × ABD3R
0'04 〇 藤田　晃人 日本体育大学 群馬/3年

20 ２部Ｗ級 × ＷＯ 〇 脇田　夢叶 日本体育大学 宮崎/3年

21 ２部Ｍ級 × ＷＯ 〇 大野　毅人 日本体育大学 北海道/2年
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選 手 名 所 属 出身/学年 勝敗 結果 ラウンド 時間 勝敗 選 手 名 所 属 出身/学年

1 女子Ｍｎ級 加 藤 光 東洋大学 奈良/2年 ○ WP × 田口 心温 日本体育大学 東京/1年 遠藤 30 越川 27 30 黒岩 26 30 猪俣 26 30 友部 27 30 藤沼 26

2 女子Ｂ級 原田 美琴 東洋大学 熊本/1年 ○ WP × 大澤 玲奈 日本大学 埼玉/3年 越川 30 平戸 26 30 黒岩 26 30 猪俣 27 30 友部 27 30 藤沼 26

3 ４部Ｂ級 伊勢 一徹 一橋大学 鹿児島/4年 ○ RSC 1R 1:52 × 廣 本 憲 國學院大學 埼玉/2年 中村 平戸 菊池 猪俣 瀬川 関茂

4 ４部Ｂ級 齊藤 廣祐 獨協大学 福岡/2年 ○ WP × 加藤 将希 法政第二 神奈川/2年 猪俣 30 平戸 27 30 菊池 27 30 渋谷 26 30 瀬川 27 30 関茂 25

5 ４部Ｌ級 高橋 周平 明治学院大学 東京/4年 ○ RSC 2R 0:50 × 范 明 民 法政第二 東京/2年 平戸 五反田 菊池 渋谷 瀬川 田﨑

7 ４部ＬＷ級 畠山 大輝 明治学院大学 広島/3年 ○ WP × 宮本 鉄斗 帝京大学 東京/4年 渋谷 29 五反田 27 29 友部 28 29 高橋 28 29 越川 28 29 田﨑 28

8 ３部ＬＷ級 全 世 要 朝鮮大学校 広島/4年 × WP ○ 長嶋 元太 青山学院大学 東京/4年 五反田 27 藤沼 30 27 友部 30 27 高橋 30 27 矢田 30 29 鈴木 28

9 ３部ＬＷ級 林 良生章 防衛大学校 兵庫/3年 × RSC 2R 1:27 ○ 岡村 魁星 明治大学 奈良/3年 友部 藤沼 関茂 矢田 鈴木

10 ３部ＬＷ級 工藤 結羅 大東文化大学 青森/3年 ○ WP × 河合 優作 東海大学 北海道/1年 高橋 29 藤沼 28 29 関茂 28 29 田﨑 27 29 猪俣 28 29 平戸 28

11 ３部ＬＷ級 植田 光祐 東京大学 岡山/4年 × RSC １R 1:37 ○ 川 西 響 早稲田大学 長崎/2年 藤沼 矢田 関茂 田﨑 猪俣 平戸

12 ３部Ｗ級 建 寛 人 東京大学 埼玉/3年 × WP ○ 三 宅 哲 青山学院大学 千葉/2年 関茂 27 矢田 30 28 鈴木 29 29 田﨑 28 27 五反田 30 28 越川 29

13 ３部Ｗ級 宮田 万輝 早稲田大学 群馬/3年 × RSC １R 1:05 ○ 朴 泰 州 朝鮮大学校 東京/3年 田﨑 矢田 鈴木 曽根崎 五反田 越川

14 ３部Ｗ級 稲 葉 翔 明治大学 山形/4年 ○ ABD 1R 2:34 × 二瓶 翔平 東海大学 福島/1年 矢田 黒岩 鈴木 曽根崎 友部 高橋

15 ３部Ｗ級 伊藤 雄輝 防衛大学校 大阪/3年 × RSC 2R 1:16 ○ 田下 翔太 大東文化大学 岐阜/4年 鈴木 黒岩 瀬川 曽根崎 友部 高橋

16 ２部ＬＦ級 稲垣 海人 立教大学 三重/1年 ○ WP × 鈴木 寿治 日本体育大学 山形/3年 曽根崎 30 黒岩 27 30 瀬川 27 30 遠藤 27 30 友部 27 30 関茂 27

17 ２部Ｆ級 甲斐 拓海 立教大学 福岡/2年 ○ WP × 小林 寛汰 日本体育大学 静岡/3年 黒岩 29 菊池 27 30 瀬川 26 30 遠藤 26 29 越川 27 30 関茂 26

18 ２部Ｂ級 高橋 里季 立教大学 山形/3年 × WP ○ 川瀬 克弥 日本体育大学 熊本/2年 瀬川 29 菊池 28 27 中村 30 29 遠藤 28 28 越川 29 28 平戸 29

19 ２部Ｌ級 ○ 墨 亮 多 日本体育大学 愛知/2年 遠藤 菊池 中村 曽根崎 猪俣 平戸

20 ２部ＬＷ級 橋本 翔矢 立教大学 東京/3年 × ABD 3R 0:04 ○ 藤田 晃人 日本体育大学 群馬/3年 菊池 黒岩 中村 曽根崎 猪俣 五反田

21 ２部Ｗ級 ○ 脇田 夢叶 日本体育大学 宮崎/3年 中村 黒岩 遠藤 曽根崎 藤沼

22 ２部Ｍ級 ○ 大野 毅人 日本体育大学 北海道/2年 曽根崎 黒岩 遠藤 渋谷 藤沼
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