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選手名 所属 都道府県 選手名 所属 都道府県 R 1 2 3 4 5

1 少年P 鈴木　貴斗 青森県 弘前工業高等学校 × WP
0-5

〇 本村　蒼汰 奈良県 奈良朱雀高等学校 五十嵐丈 赤澤28-29 登川27-30 古賀27-30 大政28-29 相馬27-30

2 少年P 蛭田　成 茨城県 八千代高等学校 〇 WP
4-1

× 小林　寛汰 静岡県 浜松工業高等学校 佐藤 平29-28 米良29-28 山﨑29-28 瀬川28-29 藤本29-28

3 少年LF 米丸　幹汰 鹿児島県 出水工業高等学校 ×
WP
0-5

〇 山下　遥輝 愛媛県 新田高等学校 赤澤 登川27-30 相馬27-30 古賀27-30 五十嵐丈27-30 花房26-30

4 少年LF 中山　颯太 福岡県 東福岡高等学校 〇 WP
5-0

× 稲垣　海人 三重県 久居高等学校 瀬川 大政30-27 山﨑30-27 佐藤29-28 藤本29-28 平30-27

5 少年LF 吉良　大弥 奈良県 王寺工業高等学校 〇
WP
5-0

× 元山　琉希 岡山県 関西高等学校 花房 登川30-26 相馬30-26 古賀30-26 米良30-26 五十嵐丈30-26

6 少年LF 高見　亨介 東京都 目黒日本大学高等学校 〇 WP
5-0

× 田端　佑元 宮崎県 日章学園高等学校 平 瀬川30-27 藤本30-27 佐藤30-27 大政30-27 赤澤30-27

7 少年F 中山　慧大 福岡県 東福岡高等学校 〇
WP
3-2

× 花田　颯 埼玉県 秀明英光高等学校 山﨑 登川30-27 花房29-28 古賀29-28 相馬28-29 五十嵐丈28-29

8 少年F 榊　太一 青森県 青森山田高等学校 × WP
0-5

〇 桑内　翔樹 香川県 鹿島朝日高等学校 大政 平27-30 瀬川28-29 赤澤28-29 佐藤27-30 藤本27-30

9 少年F 佐野　遥渉 静岡県 飛龍高等学校 〇
WP
3-2

× 岡　聖 岡山県 関西高等学校 登川 五十嵐丈28-29 古賀27-30 相馬29-28 米良29-28 花房29-28

10 少年F 立木　勇聖 福井県 武生工業高等学校 〇 RSC
3R0'55"

× 鈴木　彪斗 山形県 日本大学山形高等学校 赤澤 藤本 山﨑 瀬川 佐藤 大政

11 少年B 及川　聖斗 岩手県 水沢工業高等学校 ×
WP
0-5

〇 保坂　瑞紀 広島県 崇徳高等学校 米良 古賀28-29 相馬27-30 登川28-29 花房27-30 平27-30

12 少年B 木村　俊平 青森県 青森北高等学校 × WP
0-5

〇 柴田　錬 岡山県 岡山商科大学附属高等学校 五十嵐丈 藤本27-30 佐藤27-30 瀬川27-30 大政27-30 山﨑27-30

13 少年B 河野　魁斗 茨城県 高萩清松高等学校 × RSC
3R1'21"

〇 宇塚　大輔 東京都 駿台学園高等学校 古賀 赤澤 相馬 登川 米良 花房

14 少年L 川上　海音 北海道 旭川龍谷高等学校 〇 WP
5-0

× 染谷　將敬 東京都 駿台学園高等学校 藤本 大政30-27 平30-27 瀬川29-28 佐藤29-28 五十嵐丈29-28

15 少年L 上原　健士郎 香川県 高松工芸高等学校 〇
WP
4-1

× 工藤　結羅 青森県 八戸工業大学第一高等学校 花房 相馬29-28 登川29-28 山﨑29-28 赤澤28-29 米良30-27

16 少年L 祝　聖哉 福岡県 豊国学園高等学校 × WP
0-5

〇 堤　麗斗 千葉県 習志野高等学校 大政 古賀27-30 佐藤28-29 藤本27-30 五十嵐丈27-30 平28-29

17 少年L 歌代　風依 新潟県 新潟向陽高等学校 〇 WP
3-2

× 今永　隼人 奈良県 王寺工業高等学校 山﨑 赤澤28★-28 登川29-27 米良27-29 瀬川27-29 花房28★-28

18 成年B 村野　航 東京都 中央大学 × WP
1-4

〇 池側　純 大阪府 大阪商業大学 相馬 佐藤29-28 大政28-29 五十嵐丈27-30 平27-30 古賀28-29

19 成年B 大畑　俊平 静岡県 東洋大学 × RSC
3R0'22"

〇 内山　雄平 愛知県 享栄高等学校(教) 米良 瀬川 藤本 赤澤 花房 山﨑

20 成年B 水落　竜登 新潟県 日本大学 × WP
0-5

〇 小川　寛樹 千葉県 日本大学 佐藤 古賀28-29 相馬27-30 登川27-30 大政27-30 平27-30

21 成年B 内構　拳斗 山形県 拓殖大学 × WP
0-5

〇 野上　翔 佐賀県 拓殖大学 花房 赤澤27-30 五十嵐丈27-30 瀬川27-30 山﨑27-30 米良27-30

22 成年L 髙橋　駿介 山形県 東京農業大学 ×
WP
2-3

〇 岩崎　一輝 奈良県 芦屋大学 登川 佐藤30-27 古賀29-28 藤本27-30 平27-30 相馬28-29

23 成年L 堀尾　裕司 神奈川県 日本体育大学 〇 RSC
3R1'11"

× 中村　洸太 千葉県 日本大学 大政 瀬川 赤澤 五十嵐丈 山﨑 米良

24 成年L 作嶋　秀哉 和歌山県 大阪商業大学 × RSC
2R0'51"

〇 木村　蓮太朗 静岡県 東洋大学 藤本 佐藤 登川 古賀 花房 相馬

25 成年L 佐々木　康太 岩手県 ALSOK岩手株式会社 〇 WP
5-0

× 小山　涼介 埼玉県 日本大学 山﨑 平30-27 大政30-27 赤澤29-28 瀬川30-27 五十嵐丈30-27

26 成年LW 今永　虎雅 奈良県 東洋大学 〇 WP
5-0

× 伊藤　秀虎 大分県 日本大学 古賀 佐藤30-27 登川30-27 藤本29-28 花房29-28 米良30-27

27 成年LW 川口　大夢 東京都 拓殖大学 〇 KO
1R2'15"

× 小薮　力勢 岡山県 (株)5コーポレーション 赤澤 平 相馬 瀬川 五十嵐丈 大政

28 成年LW 徳田　勇海 埼玉県 東洋大学 × WP
2-3

〇 國分　奨悟 福島県 東京農業大学 佐藤 大政28-29 米良28-29 山﨑27-30 五十嵐丈29-28 平30-27

29 成年LW 田村　勇人 広島県 大竹ボクシングクラブ ×
WP
2-3

〇 星　大二郎 和歌山県 和歌山県教育庁 瀬川 藤本30-27 古賀29-28 花房28-29 米良28-29 山﨑28-29
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