
個人決勝１回戦
１回戦 勝敗 決まり手 勝敗

2-3 石川県 1位 犀生中 池田　俊 ○ 押し出し ● 栃木県 2位 若草中 三田　大生

19-20 香川県 1位 勝賀中 白川　大陽 ● 引き落とし ○ 佐賀県 1位 川副中 藤川　維吹

33-34 静岡県 2位 清水南中 土屋　和也 ● 寄り倒し ○ 埼玉県 1位 大宮西中 影山　由伸

37-38 石川県 3位 犀生中 川渕　一意 ○ 押し出し ● 青森県 2位 木造中 小関　拓道

67-68 三重県 2位 磯部中 山本　剛瑠 ○ 下手投げ ● 長崎県 1位 西大村中 佐藤　直希
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東 西



個人決勝２回戦
2回戦 勝敗 決まり手 勝敗

1-2 鹿児島県 1位 伊敷中 谷山　隆太 ○ 送り倒し ● 石川県 1位 犀生中 池田　俊

4-5 千葉県 3位 南行徳中 清宮　一翔 ○ 寄り切り ● 福岡県 2位 福間中 本松　孝大

6-7 秋田県 3位 美郷中 佐藤　一沙 ● 押し倒し ○ 三重県 1位 磯部中 丹羽　大河

8-9 愛媛県 3位 椿中 久保　海心 ○ 下手投げ ● 愛知県 3位 松原中 永谷　海登

10-11 神奈川県 1位 川崎富士見中 石塚　礎男 ● 寄り切り ○ 東京都 1位 東洋大京北中 佐藤　宣之

12-13 熊本県 1位 宇土鶴城中 草野　直哉 ○ 寄り倒し ● 岡山県 2位 金光学園中 森永　慶之

14-15 和歌山県 2位 箕島中 坂前　由基 ● 上手投げ ○ 青森県 1位 十和田東中 山崎　勝磨

16-17 山形県 2位 酒田四中 長谷川　逸 ○ 押し出し ● 兵庫県 3位 網干中 加納　伊織

18-20 鹿児島県 3位 亀津中 行　大成 ● うっちゃり ○ 佐賀県 1位 川副中 藤川　維吹

21-22 山梨県 2位 忍野中 天野　輝人 ● 下手投げ ○ 熊本県 3位 八代四中 志戸　俊輔

23-24 愛知県 2位 竜海中 上條　深能 ○ うっちゃり ● 石川県 4位 津幡南中 深沢　成矢

25-26 新潟県 3位 能生中 村山　豪 ○ 寄り切り ● 沖縄県 3位 美里中 木崎　誠仁

27-28 鳥取県 3位 鳥取西中 ムンフィデレ ● 引き落とし ○ 秋田県 1位 外旭川中 平野　颯人

29-30 青森県 3位 木造中 鳴海　匠馬 ○ 寄り倒し ● 福岡県 3位 広川中 長谷川　龍聖

31-32 大分県 3位 三隈中 江田　基騎 ● 寄り切り ○ 東京都 3位 大道中 沖田　麗司

34-35 埼玉県 1位 大宮西中 影山　由伸 ● 小手投げ ○ 岩手県 2位 滝沢南中 西川　恵輔

36-37 鳥取県 1位 鳥取西中 向中野　真豪 ● 寄り切り ○ 石川県 3位 犀生中 川渕　一意

39-40 福島県 1位 一箕中 相田　陽也 ● 掬い投げ ○ 山形県 1位 羽黒中 粂　貞

41-42 岡山県 1位 真備東中 香川　史陽 ○ 不戦勝 ● 佐賀県 2位 佐志中 新居　頼二

43-44 三重県 3位 橋北中 落合　駿 ● 寄り切り ○ 新潟県 2位 能生中 田中　虎之介

45-46 和歌山県 1位 西和中 花田　秀虎 ○ 突き落とし ● 栃木県 1位 小山中 北野　颯馬

47-48 千葉県 2位 柏二中 亀井　颯人 ○ 下手投げ ● 熊本県 2位 宇土鶴城中 花岡　真生

49-50 静岡県 3位 磐田城山中 八木　裕真 ○ 掬い投げ ● 高知県 1位 清水中 岡田　晃周

51-52 埼玉県 3位 大宮西中 納谷　幸成 ● 引き落とし ○ 鹿児島県 2位 亀津中 豊田　倫太朗

53-54 富山県 2位 呉羽中 益山　大知 ● 下手投げ ○ 山梨県 1位 春日居中 雨宮　大地

55-56 愛媛県 2位 御荘中 清水　幸之助 ○ 押し出し ● 栃木県 3位 若草中 相馬　健人

57-58 沖縄県 2位 伊江中 大城　英寿 ● 寄り切り ○ 福岡県 1位 福間中 竜口　尚大

59-60 兵庫県 1位 飾磨東中 岸本　渉利 ○ 引き落とし ● 愛知県 1位 春日井味美中 五島　雅治

61-62 秋田県 2位 雄和中 工藤　唯織 ● 掛け投げ ○ 神奈川県 2位 田名中 佐々木　主税

63-64 大分県 1位 中津緑中 矢田　翔大 ○ 突き出し ● 山口県 2位 仙崎中 中村　巧

65-66 石川県 2位 鳴和中 奥田　琢朗 ○ 突き落とし ● 和歌山県 3位 西和中 加藤　諒

67-69 三重県 2位 磯部中 山本　剛瑠 ● 後ろもたれ ○ 東京都 2位 柏葉中 浅野　風汰
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