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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 57 女子F 野村　瑠夏 秋田県 日本大学 × WP
0-5

〇 久保　亜唯里 埼玉県 平成国際大学 赤澤 登川28-29 大政27-30 米良27-30 平27-30 古賀27-30

2 58 女子F 小村　つばさ 熊本県 自衛隊体育学校 × WP
0-5

〇 和田　まどか 福井県 福井県スポーツ協会 五十嵐丈 相馬27-30 山﨑27-30 花房27-30 瀬川27-30 佐藤27-30

3 59 少年P 松下　大純 愛媛県 新田高等学校 〇
WP
4-1

× 本村　蒼汰 奈良県 奈良朱雀高等学校 米良 赤澤30-27 登川30-27 藤本28-29 平30-27 古賀30-27

4 60 少年P 蛭田　成 茨城県 八千代高等学校 ×
RSC

2R0'16"
〇 荒竹　一真 鹿児島県 鹿屋工業高等学校 大政 五十嵐丈 花房 相馬 佐藤 山﨑

5 61 少年LF 山下　遥輝 愛媛県 新田高等学校 ×
WP
0-5

〇 中山　颯太 福岡県 東福岡高等学校 平 登川27-30 瀬川27-30 赤澤27-30 藤本27-30 古賀27-30

6 62 少年LF 吉良　大弥 奈良県 王寺工業高等学校 × WP
2-3

〇 高見　亨介 東京都 目黒日本大学高等学校 五十嵐丈 佐藤28-29 米良29-28 花房27-30 大政27-30 相馬29-28

7 63 少年F 中山　慧大 福岡県 東福岡高等学校 〇
WP
3-2

× 桑内　翔樹 香川県 鹿島朝日高等学校 登川 瀬川29-28 平30-27 古賀28-29 山﨑28-29 藤本29-28

8 64 少年F 佐野　遥渉 静岡県 飛龍高等学校 ×
WP
2-3

〇 立木　勇聖 福井県 武生工業高等学校 大政 米良28-29 佐藤29-28 赤澤29-28 相馬28-29 花房28-29

9 65 少年B 山川　健太 宮崎県 日章学園高等学校 × WP
2-3

〇 保坂　瑞紀 広島県 崇徳高等学校 古賀 山﨑28-29 瀬川27-30 登川29-28 平29-28 五十嵐丈28-29

10 66 少年B 柴田　錬 岡山県 岡山商科大学附属高等学校 × WP
0-5

〇 宇塚　大輔 東京都 駿台学園高等学校 佐藤 赤澤28-29 大政28-29 花房28-29 藤本27-30 米良27-30

11 67 少年L 川上　海音 北海道 旭川龍谷高等学校 〇
WP
5-0

× 上原　健士郎 香川県 高松工芸高等学校 瀬川 登川30-27 相馬30-27 山﨑29-28 平30-27 古賀30-27

12 68 少年L 堤　麗斗 千葉県 習志野高等学校 〇 WP
5-0

× 歌代　風依 新潟県 新潟向陽高等学校 米良 佐藤30-27 赤澤30-27 平30-27 大政30-27 藤本30-27

13 69 少年LW 由良　謙神 兵庫県 芦屋学園高等学校 〇 RSC
3R0'48"

× 高木　柊翔 福井県 武生工業高等学校 花房 相馬 五十嵐丈 瀬川 古賀 登川

14 70 少年LW 森脇　海人 東京都 駿台学園高等学校 〇 WP
4-1

× 脇田　夢叶 宮崎県 日章学園高等学校 佐藤 赤澤29-28 平29-28 藤本28-29 大政29-28 米良29-28

15 71 少年W 川口　永遠 愛媛県 松山城南高等学校 〇 RSC
3R0'23"

× 松久保　拓海 鹿児島県 鹿屋工業高等学校 古賀 登川 瀬川 五十嵐丈 相馬 山﨑

16 72 少年W 梁　章太 大阪府 大阪朝鮮高級学校 〇 WP
5-0

× 和賀　聖龍 岩手県 水沢工業高等学校 平 赤澤29-28 米良30-27 藤本30-27 花房30-27 大政29-28

17 73 少年M 松野　晃汰 宮崎県 日章学園高等学校 〇
RSC

2R0'19"
× 鳥谷部　魁 岩手県 黒沢尻工業高等学校 五十嵐丈 山﨑 相馬 登川 古賀 瀬川

18 74 少年M 竹ノ内　尊行 神奈川県 浅野高等学校 〇 WP
4-1

× 天井澤　一志 新潟県 開志学園高等学校 花房 米良30-27 佐藤29-28 藤本29-28 大政28-29 赤澤29-28

19 75 成年LF 古山　皓介 新潟県 慶應義塾大学 × WP
0-5

〇 長谷部　大地 岡山県 駒澤大学 瀬川 古賀27-30 相馬27-30 平27-30 山﨑27-30 登川27-30

20 76 成年LF 大里　拓未 埼玉県 日本大学 × WP
2R0-4

〇 川口　玲司 愛知県 中央大学 藤本 米良18-20 花房18-20 赤澤18-20 佐藤18-20 大政19-19

21 77 成年F 藤田　優佑 福島県 駒澤大学 × WP
0-5

〇 牧野　草子 埼玉県 中央大学 登川 山﨑27-30 平27-30 五十嵐丈27-30 相馬27-30 古賀27-30

22 78 成年F 坪井　智也 静岡県 自衛隊体育学校 × WO 〇 増田　陸 広島県 立教大学 赤澤 大政 花房 藤本 米良 瀬川

23 79 成年B 池側　純 大阪府 大阪商業大学 〇 WP
3-2

× 内山　雄平 愛知県 享栄高等学校(教) 相馬 古賀29-28 佐藤29-28 登川28-29 山﨑28-29 五十嵐丈30-27

24 80 成年B 小川　寛樹 千葉県 日本大学 〇
WP
5-0

× 野上　翔 佐賀県 拓殖大学 瀬川 米良30-27 藤本29-28 大政30-27 赤澤30-27 平30-27

25 81 成年L 岩崎　一輝 奈良県 芦屋大学 × WP
0-5

〇 堀尾　裕司 神奈川県 日本体育大学 佐藤 相馬28-29 花房28-29 山﨑28-29 五十嵐丈28-29 登川28-29

26 82 成年L 木村　蓮太朗 静岡県 東洋大学 〇 WP
5-0

× 佐々木　康太 岩手県 ALSOK岩手株式会社 赤澤 米良30-27 大政29-28 瀬川29-28 平30-27 藤本30-27

27 83 成年LW 今永　虎雅 奈良県 東洋大学 〇 RSC
2R2'22"

× 川口　大夢 東京都 拓殖大学 花房 佐藤 古賀 相馬 登川 五十嵐丈

28 84 成年LW 國分　奨悟 福島県 東京農業大学 × WP
2-3

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

29 85 成年W 浦嶋　将之 熊本県 熊本県ボクシング連盟 〇 WP
5-0

× 兒玉　麗司 宮崎県 東洋大学 平 五十嵐丈30-27 花房30-27 佐藤29-28 相馬30-27 古賀30-27

30 86 成年W 小林　将大 福井県 同志社大学 〇 WP
3-1

× 中川　凌太 大阪府 駒澤大学 藤本 登川28-29 米良28-28 山﨑29-28 瀬川29-28 赤澤29-28

31 87 成年M 松田　拳栄 山形県 明治大学 × RSC
1R1'51"

〇 荒本　一成 奈良県 日本大学 五十嵐丈 平 佐藤 大政 相馬 花房

32 88 成年M 宇佐美　正　パトリック 大阪府 東京農業大学 × WP
1-4

〇 若谷　豪 埼玉県 駒澤大学 古賀 赤澤29-28 佐藤28-29 米良28-29 山﨑28-29 藤本27-30

33 89 成年LH 時吉　樹 宮崎県 東京農業大学 × WP
2-3

〇 三島　康貴 愛知県 近畿大学 瀬川 山﨑28-29 米良29-28 佐藤29-28 花房28-29 五十嵐丈27-30

34 90 成年LH 梅村　錬 岩手県 拓殖大学 〇 WP
5-0

× 根本　拳太 千葉県 沼南ボクシングクラブ 平 登川30-27 五十嵐丈30-26 相馬30-27 大政30-27 山﨑30-27
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