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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 90 女子F 新本　亜也 有限会社　美づ葉 広島県 × WP
0-5 〇 河野　沙捺 有限会社渡辺熔接所 静岡県 中川 瀬戸川27-30 冨田27-30 枡澤27-30 仲村27-30 田中28-29

2 91 少年P 佐伯　侑馬 習志野高等学校 千葉県 × WP
1-4 〇 新庄　銀次 高松工芸高等学校 香川県 仲村 澤野27-30 平山27-30 中川27-30 宮村28-29 五十嵐理29-28

3 92 少年LF 岩渕　大輔 青森北高等学校 青森県 〇 WP
4-1 × 尾﨑　優日 興國高等学校 大阪府 田中 仲村30-27 東30-27 枡澤29-28 林田29-28 冨田28-29

4 93 少年F 梶原　嵐 崇徳高等学校 広島県 〇 WP
3-2 × 田中　将吾 浪速高等学校 大阪府 五十嵐理 蛯原29-28 澤野28-29 瀬戸川30-27 宮村29-28 中川28-29

5 94 少年B 松本　敬人 松山工業高等学校 愛媛県 × WP
1-3 〇 原田　周大 豊国学園高等学校 福岡県 宮村 平山29-27 五十嵐理26-30 仲村26-30 東28-28 冨田26-30

6 95 少年L 宮原　紳瑠 高志館高等学校 佐賀県 〇 WP
5-0 × 山村　剣晋 芦屋学園高等学校 兵庫県 蛯原 田中30-27 柏木30-27 枡澤30-27 澤野30-27 中川29-28

7 96 少年LW 内村　源斗 鹿屋工業高等学校 鹿児島県 × WP
0-5 〇 髙橋　麗斗 沼南高等学校 千葉県 平山 冨田28-29 仲村28-29 五十嵐理28-29 林田27-30 瀬戸川27-30

8 97 少年W 松永　敦朗 習志野高等学校 千葉県 × WP
0-5 〇 黒田　丈二朗 崇徳高等学校 広島県 東 宮村26-30 中川27-30 澤野27-30 蛯原26-30 柏木26-30

9 98 少年M 佐々木　巌 日本大学山形高等学校 山形県 × RSC
1R1'52" 〇 仲野　玲 西和清陵高等学校 奈良県 冨田 東 仲村 平山 瀬戸川 林田

10 99 成年LF 春日　脩 駒沢大学 静岡県 × WP
0-5 〇 松本　流星 日本大学 東京都 枡澤 五十嵐理28-28★ 宮村27-29 中川27-29 澤野28-28★ 柏木28-28★

11 100 成年F 山口　仁也 大東文化大学 佐賀県 × WP
0-5 〇 馬場　龍成 自衛隊体育学校 奈良県 林田 田中27-30 蛯原27-30 冨田28-29 平山27-30 東27-30

12 101 成年B 松下　秀 駒澤大学 岡山県 × WP
0-5 〇 穴口　一輝 芦屋大学 奈良県 柏木 林田28-29 五十嵐理27-30 枡澤27-30 中川27-30 澤野27-30

13 102 成年L 金中　竜児 八千代町役場 茨城県 〇 WP
4-1 × 小林　将也 巻総合高等学校（教） 新潟県 澤野 宮村30-27 東29-28 平山30-27 瀬戸川28-29 仲村29-28

14 103 成年LW 冨田　真広
中央大
学

静岡県 〇 WP
4-1 × 渡来　美響 東洋大学 神奈川県 蛯原 中川30-27 柏木28-29 五十嵐理29-28 田中29-28 宮村29-28

15 104 成年W 鈴木  康弘 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 北海道 〇 WP
4-1 × 原田　直樹 自衛隊体育学校 広島県 柏木 冨田30-27 東30-27 蛯原29-28 林田28-29 仲村30-27

16 105 成年M 田中　廉人 東洋大学 愛知県 〇 WP
3-2 × 近藤　陸 自衛隊体育学校 新潟県 瀬戸川 平山30-27 澤野29-28 田中28-29 枡澤30-27 五十嵐理27-30

17 106 成年LH 栗田　琢郎 日本大学 山形県 × RSC
3R2'37" 〇 鬼倉　龍大 茨城県ボクシング連盟 茨城県 五十嵐理 瀬戸川 仲村 蛯原 柏木 冨田
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