
個人決勝２回戦
2回戦 勝敗 決まり手 勝敗

1-3 神奈川県 1位 富士見中 太田　力月 ● 寄り倒し ○ 岐阜県 1位 昭和中 梅村　宗佑

4-5 三重県 3位 磯部中 谷川太志郎 ● 上手出し投げ ○ 和歌山県 2位 箕島中 井ノ上力也

6-7 東京都 3位 大道中 甲斐田龍馬 ○ 寄り倒し ● 鹿児島県 1位 龍南中 俵　　幸平

8-9 北海道 2位 明倫中 佐藤　剛基 ● 突き出し ○ 千葉県 1位 柏二中 児玉　颯飛

10-11 京都府 1位 大原野中 小林　蒼空 ● 浴びせ倒し ○ 岩手県 1位 西根一中 工藤　琉誠

12-13 長野県 2位 売木中 松村　寛太 ● 叩き込み ○ 大分県 1位 西部中 永松　慧悟

14-15 栃木県 2位 若草中 常盤　友清 ● 突き落とし ○ 石川県 1位 西南部中 半田　翔誠

16-17 宮崎県 3位 上江中 新名美虎斗 ● 押し出し ○ 熊本県 2位 鶴城中 倉岡　優太

18-19 秋田県 3位 森吉中 工藤　悠斗 ● 寄り切り ○ 三重県 1位 度会中 中西　　鋭

21-22 青森県 2位 鶴田中 澁谷　太陽 ● 突き出し ○ 大分県 3位 緑ヶ丘中 田中　翔盛

23-24 兵庫県 1位 報徳学園中 田中　彰人 ● 押し出し ○ 大阪府 2位 四条中 麻田　遥人

25-26 千葉県 3位 市川三中 吉岡　竜大 ● 上手投げ ○ 富山県 1位 呉羽中 水島　礼煌

27-28 北海道 6位 福島中 吉田　飛龍 ● 寄り切り ○ 鳥取県 1位 東伯中 西村　和真

29-30 東京都 1位 竪川中 中澤　睦士 ○ 突き出し ● 静岡県 1位 高松中 根上　航平

31-32 愛媛県 1位 野村中 渡邊聡一郎 ● 突き落とし ○ 埼玉県 1位 大宮西中 田宮　愛喜

34-35 福岡県 1位 川崎中 小早川賢鋭 ● 寄り倒し ○ 沖縄県 1位 伊江中 内間　悠天

36-38 岐阜県 2位 麗澤瑞浪中 春日井雅大 ● 寄り切り ○ 北海道 1位 米里中 井口　一太

39-40 京都府 2位 伏見中 武甕　悠介 ● 押し出し ○ 鹿児島県 3位 金久中 泉　　洸慎

41-42 和歌山県 1位 西和中 小野田大地 ○ 押し出し ● 大分県 2位 西部中 尾川　蓮太

43-44 佐賀県 2位 北方中 川﨑　永遠 ● 寄り切り ○ 大阪府 1位 野村中 奥田　蒼真

45-46 福島県 1位 郡山一中 清田　哲平 ● 寄り倒し ○ 青森県 1位 北辰中 マロー・ジャミル　高尚

47-48 愛知県 1位 豊南中 田中　東明 ● 押し出し ○ 秋田県 1位 潟西中 石川　神羽

49-50 栃木県 1位 若草中 小野寺悠斗 ○ 突き出し ● 鳥取県 3位 東伯中 瀬戸　　宝

51-52 石川県 3位 津幡南中 本間　侑亮 ○ 寄り切り ● 熊本県 1位 鶴城中 伊藤　博英

53-54 石川県 2位 西南部中 野口　明輝 ○ 押し出し ● 兵庫県 2位 浜坂中 松井　碧星

55-56 三重県 2位 一身田中 後藤　隼斗 ○ 不戦勝 ● 岐阜県 3位 大和中 島尻　大詩

57-58 沖縄県 2位 浦添中 狩俣弥央望 ● 寄り切り ○ 青森県 3位 鯵ヶ沢中 小笠原広祐

59-60 長野県 3位 木曽町中 藤谷　奏斗 ● 上手投げ ○ 和歌山県 3位 西和中 花田　龍信

61-62 熊本県 3位 東部中 井上　泰我 ○ 浴びせ倒し ● 東京都 2位 文京六中 瀧田朔乃介

63-64 高知県 1位 明徳義塾中 アナンド　アディテヤ ● 突き落とし ○ 千葉県 2位 柏二中 喜友名　琉

65-66 福岡県 2位 桂川中 花岡　蓮翔 ● 押し出し ○ 茨城県 1位 友部中 菊田　流雅

68-69 滋賀県 2位 彦根南中 三𣘺　昇也 ● 寄り切り ○ 鹿児島県 2位 古仁屋中 重村鴻之介
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棄


