
個人決勝１回戦
１回戦 勝敗 決まり手 勝敗

2-3 大分県 2位 宇佐西部中 永松　慧悟 ● 押し出し ○ 富山県 1位 呉羽中 浦山　将瑛

11-12 北海道 1位 札幌米中 井口　一太 ● 寄り倒し ○ 青森県 2位 鶴田中 松野　将太

17-18 岩手県 1位 西根一中 伊藤　光希 ○ 引き落とし ● 和歌山県 2位 西和中 中西　海心

21-22 大阪府 1位 守口庭窪中 齊藤　優希 ○ 不戦勝 ● 長野県 2位 木曽町中 林　琉

35-36 愛媛県 1位 御荘中 福原　丈一朗 ○ 突き出し ● 新潟県 1位 能生中 トゥルボルド

39-40 愛媛県 2位 野村中 兵頭　陽太 ○ 不戦勝 ● 長野県 1位 木曽町中 林　玲

53-54 青森県 1位 北辰中 マロー ジャミル 高尚 ○ 寄り切り ● 石川県 3位 西南部中 野口　明輝

57-58 石川県 2位 鳴和中 菅部　憩 ○ 下手出し投げ ● 富山県 2位 呉羽中 岩井　遥空

71-72 福岡県 3位 八女南中 石井　光輝 ● 下手出し投げ ○ 沖縄県 1位 浦添中 眞榮里　優翔
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個人決勝２回戦
2回戦 勝敗 決まり手 勝敗

1-3 栃木県 1位 若草中 小野寺　悠斗 ● 送り倒し ○ 富山県 1位 呉羽中 浦山　将瑛

4-5 茨城県 4位 友部中 秋山　元正 ● 寄り倒し ○ 鳥取県 2位 東伯中 井野　響稀

6-7 熊本県 1位 宇土鶴城中 倉岡　優太 ○ 突き倒し ● 千葉県 1位 市川三中 吉岡　竜大

8-9 静岡県 2位 静岡高松中 根上　航平 ● 送り倒し ○ 鹿児島県 1位 龍南中 俵　幸平

10-12 広島県 3位 東広島高屋中 蜂須賀　都斗 ● 押し出し ○ 青森県 2位 鶴田中 松野　将太

13-14 香川県 2位 高松北中 片松　龍誠 ○ 下手投げ ● 茨城県 1位 猿島中 野口　歩夢

15-16 滋賀県 2位 彦根南中 三𣘺　昇也 ● 押し出し ○ 長野県 3位 塩尻広陵中 伊藤　凜空

17-19 岩手県 1位 西根一中 伊藤　光希 ● 引き落とし ○ 神奈川県 2位 小田原城南中 米田　海輝

20-21 福島県 1位 福島一中 丹治　純 ○ うっちゃり ● 大阪府 1位 守口庭窪中 齊藤　優希

23-24 東京都 1位 春江中 齋藤　忠剛 ○ 掛け投げ ● 東京都 5位 荻窪中 山田　晴ノ介

25-26 石川県 1位 金沢犀生中 篠　宗磨 ○ 送り出し ● 福岡県 1位 中間東中 藤村　隆三郎

27-28 岐阜県 1位 郡上大和中 島尻　大詩 ● 不戦勝 ○ 和歌山県 3位 箕島中 臼田　哲朗

29-30 高知県 3位 明徳中 砂坂　有哉 ● 寄り切り ○ 埼玉県 1位 入間黒須中 鮫島　輝

31-32 宮城県 1位 栗駒中 門傳　陸 ○ 突き落とし ● 佐賀県 1位 浜玉中 加茂　蓮太朗

33-34 静岡県 3位 大村中 高木　優太 ● 押し出し ○ 三重県 1位 磯部中 山本　十蔵

35-37 愛媛県 1位 御荘中 福原　丈一朗 ○ 押し出し ● 長崎県 2位 有喜中 木下　朔冶

38-39 三重県 2位 度会中 中西　鋭 ○ 寄り倒し ● 愛媛県 2位 野村中 兵頭　陽太

41-42 秋田県 1位 秋田東中 加賀谷　琉 ○ 押し出し ● 東京都 2位 堅川中 中澤　睦士

43-44 和歌山県 1位 西和中 西出　大毅 ○ 叩き込み ● 静岡県 1位 清水飯田中 杉本　紘一朗

45-46 鹿児島県 3位 名瀬中 福崎　真逢輝 ○ 寄り切り ● 愛知県 1位 崇化館中 笠松　幸誠

47-48 鳥取県 1位 東伯中 西村　和真 ○ 上手投げ ● 熊本県 3位 宇土鶴城中 伊藤　博英

49-50 京都府 1位 伏見中 武甕　悠介 ● 掬い投げ ○ 大阪府 3位 四条中 麻田　遥人

51-52 長崎県 1位 長崎南山 本山　佳龍 ● 下手投げ ○ 千葉県 2位 柏二中 児玉　颯飛

53-55 青森県 1位 北辰中 マロー ジャミル 高尚 ○ 寄り切り ● 神奈川県 1位 深谷中 平野　修良斗

56-57 岩手県 2位 巻堀中 小笠原　颯 ● 寄り切り ○ 石川県 2位 鳴和中 菅部　憩

59-60 栃木県 3位 塩谷中 廣瀨　晟都 ● 掬い投げ ○ 熊本県 2位 八代四中 藤元　大斗

61-62 高知県 1位 明徳中 北川　亜洲佳 ● 寄り切り ○ 千葉県 3位 柏二中 髙橋　秀友
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個人決勝２回戦
2回戦 勝敗 決まり手 勝敗 西東

63-64 埼玉県 3位 大宮西中 木村　豪太 ○ 押し倒し ● 山口県 1位 平田中 谷本　康汰郎

65-66 東京都 3位 本田中 清谷　栄吉 ○ 上手投げ ● 宮城県 3位 名取二中 三田　慶希

67-68 佐賀県 2位 神埼中 佐藤　蒼太 ● 送り出し ○ 香川県 1位 高松北中 吉田　泰造

69-70 福井県 1位 進明中 仲野　奏人 ● 押し出し ○ 鹿児島県 2位 古仁屋中 重村　鴻之介

72-73 沖縄県 1位 浦添中 眞榮里　優翔 ● 寄り倒し ○ 新潟県 2位 十日町中 富井　勇悟


