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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 56 女子F 新本　亜也 広島県 有限会社　美づ葉 〇 RSC
3R1'24" × 岩田　吏加 兵庫県 芦屋大学 東 田中 平山 蛯原 仲村 冨田

2 57 女子F 鶴岡　ともか 茨城県 高萩清松高等学校（職） × RSC
1R1'15" 〇 河野　沙捺 静岡県 有限会社渡辺熔接所 枡澤 中川 澤野 瀬戸川 林田 五十嵐理

3 58 少年P 佐伯　侑馬 千葉県 習志野高等学校 〇 WP
4-1 × 熊野　幸志朗 福井県 武生工業高等学校 冨田 宮村29-28 平山28-29 田中29-28 仲村29-28 蛯原29-28

4 59 少年P 新庄　銀次 香川県 高松工芸高等学校 〇 WP
5-0 × 田嶋　位兆 三重県 久居高等学校 中川 枡澤30-27 柏木30-27 澤野30-27 五十嵐理30-27 東30-27

5 60 少年LF 岩渕　大輔 青森県 青森北高等学校 〇 WP
5-0 × 堀　太虎 埼玉県 花咲徳栄高等学校 瀬戸川 田中29-28 宮村30-27 林田30-27 平山29-28 蛯原30-27

6 61 少年LF 尾﨑　優日 大阪府 興國高等学校 〇 WP
5-0 × 杉本　愛弥 北海道 北海道旭川工業高等学校 冨田 東30-27 柏木29-28 中川29-28 仲村29-28 澤野30-27

7 62 少年F 梶原　嵐 広島県 崇徳高等学校 〇 WP
5-0 × 川野　蓮斗 宮崎県 日章学園高等学校 林田 宮村30-27 平山30-27 五十嵐理30-27 瀬戸川30-27 枡澤30-27

8 63 少年F 松本　海聖 兵庫県 芦屋学園高等学校 × WP
0-5

〇 田中　将吾 大阪府 浪速高等学校 田中 柏木27-30 蛯原27-30 仲村27-30 東27-30 中川27-30

9 64 少年B 山﨑　裕生 大阪府 興國高等学校 × WP
1-4 〇 松本　敬人 愛媛県 松山工業高等学校 枡澤 冨田27-30 澤野28-29 瀬戸川29-28 平山27-30 林田28-29

10 65 少年B 岩村　陽向 埼玉県 秀明英光高等学校 × WP
0-5

〇 原田　周大 福岡県 豊国学園高等学校 中川 柏木28-29 宮村28-29 五十嵐理27-30 仲村26-30 蛯原27-30

11 66 少年L 田村　隆希 神奈川県 新栄高等学校 × WP
0-5 〇 宮原　紳瑠 佐賀県 高志館高等学校 瀬戸川 冨田28-29 澤野28-29 田中28-29 東27-30 平山27-30

12 67 少年L 円谷　凌 茨城県 水戸桜ノ牧高等学校 × WP
2-3

〇 山村　剣晋 兵庫県 芦屋学園高等学校 蛯原 柏木28-29 林田29-28 宮村28-29 五十嵐理28-29 仲村29-28

13 68 少年LW 前田　翔 埼玉県 花咲徳栄高等学校 × WP
0-5 〇 内村　源斗 鹿児島県 鹿屋工業高等学校 澤野 東27-30 枡澤27-30 平山27-30 田中27-30 冨田27-30

14 69 少年LW 髙橋　麗斗 千葉県 沼南高等学校 〇 WP
3-2 × 田中　空 神奈川県 武相高等学校 瀬戸川 柏木29-27 仲村28★-28 蛯原27-29 五十嵐理27-29 林田29-27

15 70 少年W 坂下　広併 東京都 駿台学園高等学校 × WP
1-4 〇 松永　敦朗 千葉県 習志野高等学校 東 澤野28-29 宮村29-28 中川27-30 枡澤28-29 平山27-30

16 71 少年W 黒田　丈二朗 広島県 崇徳高等学校 〇 RSC
1R1'43" × 増田　礼登 静岡県 伊東高等学校 柏木 仲村 瀬戸川 林田 冨田 五十嵐理

17 72 少年M 山根　大輝 広島県 広陵高等学校 × ABD
3R1'04" 〇 佐々木　巌 山形県 日本大学山形高等学校 蛯原 枡澤 澤野 宮村 中川 東

18 73 少年M 黒部　竜聖 北海道 北海道札幌工業高等学校 × WP
2-3 〇 仲野　玲 奈良県 西和清陵高等学校 仲村 五十嵐理29-28 平山28-29 林田27-30 田中29-28 瀬戸川28-29

19 74 成年LF 春日　脩 静岡県 駒沢大学 〇 WP
5-0 × 鈴木　義人 岩手県 東洋大学 東 冨田30-27 宮村30-27 枡澤30-27 蛯原30-27 澤野30-27

20 75 成年LF 松本　流星 東京都 日本大学 〇 WP
5-0 × 田中　利知 福井県 東京農業大学 冨田 林田30-27 田中30-27 中川30-27 柏木30-27 仲村30-27

21 76 成年F 山口　仁也 佐賀県 大東文化大学 〇 WP
4-1 × 豊嶋　海優 神奈川県 東洋大学 五十嵐理 瀬戸川29-28 冨田29-28 澤野29-28 東29-28 枡澤28-29

22 77 成年F 馬場　龍成 奈良県 自衛隊体育学校 〇 WO × 林田　翔太 和歌山県 和歌山県庁 蛯原 林田 柏木 宮村 田中 中川

23 78 成年B 松下　秀 岡山県 駒澤大学 〇 WP
3-2 × 中岡　蓮 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 冨田 仲村29-28 枡澤28-29 五十嵐理28-29 東30-27 平山29-28

24 79 成年B 佐藤　雄亮 茨城県 自衛隊体育学校 × WP
1-4 〇 穴口　一輝 奈良県 芦屋大学 林田 柏木29-28 宮村28-29 中川28-29 田中27-30 蛯原27-30

25 80 成年L 加藤  一輝 北海道 大阪商業大学 × WP
0-5 〇 金中　竜児 茨城県 八千代町役場 仲村 平山26-30 瀬戸川26-30 五十嵐理26-30 澤野26-30 冨田26-30

26 81 成年L 堤　龍之介 宮崎県 東京農業大学 × WP
1-4 〇 小林　将也 新潟県 巻総合高等学校（教） 宮村 枡澤28-29 林田27-30 中川27-30 柏木29-28 田中28-29

27 82 成年LW 冨田　真広 静岡県 中央大学 〇 WP
4-1 × 木戸口  謙辰 北海道 立教大学 冨田 澤野30-27 五十嵐理29-28 仲村30-27 平山29-28 蛯原28-29

28 83 成年LW 柴田　尊文 熊本県 拓殖大学 × WP
2-3 〇 渡来　美響 神奈川県 東洋大学 東 田中29-28 中川28-29 枡澤27-30 柏木29-28 瀬戸川27-30

29 84 成年W 鈴木  康弘 北海道 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 〇 WP
5-0 × 松永　麟太郎 神奈川県 立教大学 林田 冨田30-27 蛯原30-27 平山29-28 宮村30-27 澤野30-27

30 85 成年W 原田　直樹 広島県 自衛隊体育学校 〇 WP
4-1 × 石灘　隆哉 愛知県 日本大学 中川 柏木28★-28 田中28★-28 東28★-28 瀬戸川28★-28 枡澤26-30

31 86 成年M 田中　廉人 愛知県 東洋大学 〇 WP
5-0 × 河野　泰斗 大分県 拓殖大学 平山 林田30-27 五十嵐理30-27 仲村30-27 宮村30-27 蛯原30-27

32 87 成年M 西田　浩樹 岡山県 日本体育大学 × WP
0-5 〇 近藤　陸 新潟県 自衛隊体育学校 澤野 中川27-30 冨田27-30 枡澤27-30 東27-30 田中27-30

33 88 成年LH 栗田　琢郎 山形県 日本大学 〇 DSQ
2R2'00" × 阿部  陽輔 北海道 北海道教育大学大学院 林田 宮村 仲村 五十嵐理 柏木 瀬戸川

34 89 成年LH 鬼倉　龍大 茨城県 茨城県ボクシング連盟 〇 RSC
3R2'56" × 坂本　拓海 広島県 日本大学 田中 澤野 枡澤 蛯原 東 中川
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