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1 34 ＬＦ 河本　航太生 福岡/4年 東福岡 ○ WO × #N/A #N/A #N/A 瀬川 藤沼 菊池 渋谷 遠藤 廣瀬

2 35 Ｆ 溝口　勢十朗 愛知/2年 名古屋工学院専門 ○ ABD
R3/0:11

× 浅見　祐也 東京/3年 日体大荏原 藤沼 五反田 菊池 渋谷 友部 廣瀬

3 36 Ｂ 宇塚　大輔 東京/3年 駿台学園 ○ WP
５－０

× 川瀬　克弥 熊本/2年 熊本農業 菊池 五反田 30-27 中島 30-27 渋谷 30-27 友部 30-27 遠藤 30-27

4 37 Ｌ #N/A #N/A #N/A × WO ○ 墨　亮多 愛知/2年 享栄 渋谷 五反田 中島 廣瀬 瀬川 遠藤

5 38 ＬＷ 染谷　將敬 東京/3年 駿台学園 ○
WP

５－０
× 西田　海音 福井/1年 出水工業 五反田 永藤 30-27 中島 30-27 廣瀬 30-27 瀬川 30-27 遠藤 30-27

6 39 Ｗ 宮田　彪我 千葉/4年 習志野 × WP
２－３

○ 脇田　夢叶 宮崎/3年 日章学園 中島 永藤 28-29 平戸 28-29 廣瀬 29-28 菊池 29-28 藤沼 28-29

7 40 Ｍ 浜田　大護 青森/4年 弘前工業 ×
WP

０－５
○ 大野　毅人 北海道/2年 恵庭南 廣瀬 永藤 28-29 平戸 28-29 友部 28-29 菊池 28-29 藤沼 28-29

4 2 R J1 J2 J3 J4 J5

8 41 ＬＦ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 鈴木 猪俣 平戸 友部 中島 五反田

9 42 Ｆ 鈴木　彪斗 山形/3年 日大山形 × WP
０－５

○ 箭柏　鳳成 山形/4年 日大山形 平戸 猪俣 26-30 山﨑 26-30 友部 27-29 瀬川 26-30 五反田 27-29

10 43 Ｂ 原田　周大 福岡/3年 豊国学園 ○ rsc
R3/2'00

× 木村　鴻汰 栃木/3年 白鴎大学足利 友部 猪俣 山﨑 金澤 瀬川 五反田

11 44 Ｌ 鈴木　蓮 埼玉/2年 花咲徳栄 ×
WP

０－５
○ 與座 ディシャーン　ジュニア 沖縄/4年 豊見城 猪俣 菅尾 28-29 山﨑 27-30 金澤 27-30 平戸 27-30 中島 27-30

12 45 ＬＷ 清水　陸翔 群馬/4年 太田東 ○ WO × #N/A #N/A #N/A 山﨑 菅尾 澤野 金澤 平戸 中島

13 46 Ｗ 石畠　康汰 山形/3年 日大山形 ○ WO × #N/A #N/A #N/A 金澤 菅尾 澤野 田﨑 五反田 菊池

14 47 Ｍ 青井　翔星 岡山/4年 関西 ○ WO × #N/A #N/A #N/A 菅尾 瀬川 澤野 田﨑 五反田 菊池

4 5 R J1 J2 J3 J4 J5

15 48 Ｍｎ 小川　翼 岐阜/4年 岐阜工業 ○ WP
４－１

× 古藤　昇大 熊本/1年 開新 澤野 瀬川 29-28 山﨑 29-28 田﨑 29-28 渋谷 28-29 友部 29-28

16 49 Ｆ 吉良　大弥 奈良/1年 王寺工業 ○ ABD
R1/2:32

× 小山内　諒 青森/2年 東奥義塾 田﨑 瀬川 山﨑 曽根崎 金澤 友部

17 50 Ｂ 岩渕　大輔 青森/3年 青森北 ×
WP

０－５
○ 政所　椋 奈良/4年 王寺工業 瀬川 菊池 27-30 山﨑 27-30 曽根崎 27-30 金澤 27-30 友部 27-30

18 51 Ｆｅ 大関　潤 栃木/3年 作新学院 × WP
０－５

○ 金城　隼平 愛知/4年 菊華 山﨑 菊池 27-30 藤沼 27-30 曽根崎 27-30 永藤 27-30 中島 27-30

19 52 Ｌ 堤　龍之介 宮崎/4年 日章学園 ○ WP
５－０

× 山崎　裕生 大阪/3年 興國 曽根崎 菊池 29-28 藤沼 30-27 菅尾 30-27 永藤 29-28 中島 29-28

20 53 ＬＷ 大橋　蓮 愛知/3年 享栄 × WP
１－４

○ 大畑　俊平 静岡/4年 飛龍 菊池 澤野 28-29 藤沼 28-29 菅尾 28-29 瀬川 29-28 渋谷 27-30

21 54 Ｗ 八木　大河 福井/1年 羽水 × wp
０－５

○ 田中　空 神奈川/3年 武相 藤沼 澤野 27-30 田﨑 27-30 菅尾 27-30 瀬川 27-30 渋谷 27-30

22 55 ＬＭ #N/A #N/A #N/A × WO ○ 堀池　空希 兵庫/3年 西宮香風 菅尾 澤野 田﨑 永藤 鈴木 藤沼

23 56 Ｍ 野上　昂生　 長崎/4年 鹿町工業 ○ WP
３－２

× 須永　大護 東京/4年 駿台学園 澤野 山﨑 29-28 田﨑 28-29 永藤 30-27 鈴木 29-28 藤沼 27-30
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8 1 R J1 J2 J3 J4 J5

24 57 Ｍｎ 荒竹　一真 鹿児島/2年 鹿屋工業 ○
WP

５－０
× 登本　尊大 香川/3年 高松工芸 田﨑 猪俣 30-27 瀬川 30-27 永藤 30-27 平戸 30-27 友部 30-27

25 58 Ｆ 平塚　駿之介 栃木/2年 作新学院 ○ WP
５－０

× 中野　誠士 東京/3年 目黒日大 永藤 猪俣 30-27 瀬川 30-27 遠藤 30-27 平戸 30-27 友部 30-27

26 59 Ｂ 矢野　利哉 愛媛/2年 未来 ○ RSC
R1/1'38

× 花田　颯 埼玉/2年 秀明英光 猪俣 菅尾 瀬川 遠藤 平戸 金澤

27 60 Ｆｅ 藤田　時輝
神奈川/3

年
武相 ○

WP
５－０

× 西岡　伶英 埼玉/4年 花咲徳栄 瀬川 菅尾 29-28 澤野 30-27 遠藤 30-27 山﨑 30-27 金澤 29-28

28 61 Ｌ 川上　海音 北海道/3年 旭川龍谷 ○
WP

4－１
× 小山　涼介 埼玉/4年 秀明英光 遠藤 菅尾 30-27 澤野 30-27 藤咲 29-28 山﨑 28-29 永藤 29-28

29 62 ＬＷ 西山　潮音 宮崎/4年 日章学園 ○ WP
５－０

× 中村　洸太 千葉/4年 千葉経済 菅尾 曽根崎 30-25 澤野 30-26 藤咲 30-26 中島 30-27 平戸 30-27

30 63 Ｗ 原田　海舟 大阪/4年 興國 ○ WP
4－１

× 円谷　凌 茨城/3年 水戸桜ノ牧 澤野 曽根崎 30-27 瀬川 29-28 猪俣 28-29 中島 29-28 遠藤 30-27

31 64 ＬＭ 齋藤　英豪 岐阜/4年 中京 ○ WP
５－０

× 伊藤　秀虎 大分/4年 鶴崎工業 藤咲 曽根崎 29-28 鈴木 30-27 渋谷 30-27 友部 29-28 金澤 29-28

32 65 Ｍ 加藤　千龍 栃木/4年 作新学院 ×
ABD

R2/1:45
○ 森脇　海人 東京/3年 駿台学園 曽根崎 廣瀬 鈴木 渋谷 友部 澤野

R J1 J2 J3 J4 J5

33 33 Ｍｎ 武市　大樹 愛媛/4年 新田 ○
WP

５－０
× 柿沼　力生 群馬/1年 伊勢崎工業 遠藤 廣瀬 30-26 渋谷 29-28 鈴木 29-28 藤沼 30-27 猪俣 29-28

34 34 Ｆ 山下　遥輝 愛媛/1年 新田 ○ RSC
R2/2'23

× 佐藤　颯汰 青森/2年 青森北 渋谷 廣瀬 菅尾 鈴木 藤沼 猪俣

35 35 Ｂ 横山　葵海 大阪/3年 浪速 ○
RSC

R1/2'15
× 大島　愛都 栃木/1年 作新学院 廣瀬 遠藤 菅尾 鈴木 金澤 山﨑

36 36 Ｆｅ 野上　翔 佐賀/4年 杵島商業 ○ WP
５－０

× 森貞　宏太 愛媛/1年 新田 鈴木 田﨑 30-27 菅尾 30-27 藤咲 30-27 金澤 29-28 山﨑 30-27

37 37 Ｌ 髙　優一郎 石川/3年 石川工業 ○ RSC
R2/1'15

× 吉田　黎斗 群馬/4年 伊勢崎工業 菅尾 田﨑 廣瀬 藤咲 中島 平戸

38 38 ＬＷ 金巻　昂樹 新潟/2年 新潟向陽 ×
WP

１－４
○ 祝　聖哉 福岡/3年 豊国 田﨑 遠藤 29-28 廣瀬 27-30 藤咲 27-30 渋谷 28-29 平戸 27-30

39 39 Ｗ 日向　和輝 千葉/3年 習志野 × WP
０－３

○ 高橋　慶翔 千葉/1年 習志野 藤咲 遠藤 27-29 廣瀬 27-29 五反田 28-28 渋谷 27-29 平戸 28-28

40 40 ＬＭ 河野　泰斗 大分/4年 鶴崎工業 × WP
１－４

○ 諏訪　竜介 新潟/4年 新潟向陽 廣瀬 遠藤 28-29 菊池 27-30 五反田 30-27 鈴木 28-29 猪俣 27-30

41 41 Ｍ 天井澤　一志 新潟/2年 開志学園 ○
WP

３－２
× ウエノ　リュウイチ 愛知/3年 刈谷工業 遠藤 藤沼 29-28 菊池 29-28 五反田 28-29 鈴木 29-28 猪俣 27-30
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