
平成  年度全日本大学対抗   王座決定試合

 男子

 回戦 試合日   月  日  回戦 試合日   月  日

東北大学   北海道大学 松山大学   愛知学院大学

  加藤寛也 松田創太朗          井戸垣隆寛 小林龍之輔   平塚耕二郎 村川祐太          金澤康斗 杉岡晋弥

  出越樹 片岡久人              阿部尚樹 田中稔大   梶川文也 平田龍一          中西一仁 森下大斗

  渡邊建史 高橋巧  
        

    
 柴田幸之助 村田拓陸   菊池恭平 下篠亮  

            
 

 岡本憲明 茅野宗輝

  出越樹          井戸垣隆寛   平田龍一  
           

 
 森下大斗

  高橋巧  
            

    
 鈴木慶介   菊池恭平          中西一仁

  片岡久人          池田侑樹   下篠亮  
            

 
 小池湧也

  加藤寛也          小林龍之輔   平塚耕二郎  
            

 
 茅野宗輝

  渡邊建史             柴田幸之介   熊木隆          島康輔

  三浦幹大          村田拓陸   村川祐太          金澤康斗

計   計   

 回戦 試合日   月  日  回戦 試合日   月  日

関西大学   鹿屋体育大学 慶應義塾大学   北海道大学

  染矢和隆 林大貴              岡村修平 森脇亮太   高田航輝 上杉海斗          井戸垣隆寛 小林龍之輔

  池川浩史 細川和希  
           

   
 佐伯直政 北村翔平   逸崎凱人 畠山成冴          阿部尚樹 田中稔大

  中村侑平 矢多弘樹          斉藤直紀 林大地   井上智文 野田哲平          柴田幸之助 村田拓陸

  竹元佑亮          北村翔平   上杉海斗          井戸垣隆寛

  染矢和隆          岡村修平   逸崎凱人          鈴木慶介

  中村侑平          佐伯直政   渡邉将司         柴田幸之介

  加藤隆星          林大地   韓成民          小林龍之輔

  林大貴  
            

 
 森脇亮太   井上智文          池田侑樹

  三宅知久          篠田勝斗   野田哲平          村田拓陸

計    計   

 回戦 試合日   月  日  回戦 試合日   月  日

愛知学院大学   早稲田大学 同志社大学   金沢大学

  金澤康斗 杉岡晋也          今井慎太郎 河野優平   石島知希 井筒康太          三田圭輔 杉森進

  中西一仁 森下大斗          栗林聡真 坂井勇仁   倉地芳直 前川尚輝          神保徹 川江啓倫

  茅野宗輝 宮地汰          小堀良太 松崎勇太郎   増尾怜央摘 飯島啓斗          長田築 小間陸嗣

  森下大斗          今井慎太郎   石島知希          三田圭輔

  中西一仁          栗林聡真   増尾怜央摘          神保徹

  小池湧也          松崎勇太郎   井筒康太          小間陸嗣

  茅野宗輝          坂井勇仁   飯島啓斗          杉森進

  島康輔              巽寛人   佐伯遼          山崎将太

  金澤康斗          三好健太   前川尚輝          山村卓矢

計   計   

準決勝 試合日   月  日 準決勝 試合日   月  日

早稲田大学   同志社大学 関西大学   慶應義塾大学

  今井慎太郎 河野優平          石島知希 井筒康太   池川浩史 林大貴          高田航輝 上杉海斗

  栗林聡真 坂井勇仁          前川尚輝 中山僚   竹元佑亮 加藤隆星          逸崎凱人 畠山成冴

  小堀良太 松崎勇太郎          増尾怜央摘 飯島啓斗   中村侑平 矢多弘樹          谷本真人 渡邊将司

  今井慎太郎          石島知希   竹元佑亮          上杉海斗

  松崎勇太郎          増尾怜央摘   染矢和隆             谷本真人

  栗林聡真          井筒康太   中村侑平              逸崎凱人

  坂井勇仁          飯島啓斗   加藤隆聖  
        
      

 渡邉将司

  巽寛人  
          

    
 佐伯遼   林大貴          高田航輝

  三好健太          前川尚輝   柴野晃輔              韓成民

計   計   

決勝   月  日  位決定戦 試合日   月  日

慶應義塾大学   早稲田大学 同志社大学   関西大学

  高田航輝 上杉海斗              今井慎太郎 河野優平   石島知希 井筒康太          染矢和隆 林大貴

  逸崎凱人 畠山成冴  
              

      
 栗林聡真 坂井勇仁   前川尚輝 中山僚  

            
 

 池川浩史 細川和希

  谷本真人 渡邊将司  
            

 
 小堀良太 松崎勇太郎   増尾怜央摘 飯島啓斗          中村侑平 矢多弘樹

  上杉海斗  
            

 
 今井慎太郎   石島知希          竹元佑亮

  谷本真人  
            

  
 栗林聡真   増尾怜央摘  

            
 

 染矢和隆

  逸崎凱人  
            

  
 松崎勇太郎   井筒康太          中村侑平

  渡邉将司          坂井勇仁   飯島啓斗          山野誠

  高田航輝          巽寛人   佐伯遼          加藤隆星

  韓成民  
            

 
 三好健太   前川尚輝  

        
   

 林大貴

計   計   


