
試合
番号

都道府県 所属名 選手名 選手名 都道府県 所属名 R

1 1 Pj 日連推薦 高志館高等学校 貞松　優華 ○ WP 5-0 × 高木　まりあ 新潟県 開志学園高等学校 咄下 枡澤 30-27 林田 30-27 宮村 30-27 米田 30-27 曽根崎 30-27 1

2 2 Pj 岩手県 水沢工業高等学校 佐藤　七海 ○ WP 5-0 × 高木　小春 山形県 日本大学山形高等学校 曽根崎 枡澤 30-27 五十嵐 30-27 宮村 30-27 米田 30-27 篠崎 30-27 2

3 3 Pj 熊本県 秀岳館高等学校 濱田　花菜 × WP 0-5 ○ 田口　心温 東京都 駿台学園高等学校 枡澤 中川 27-30 五十嵐 28-29 宮村 27-30 米田 27-30 篠崎 27-30 3

4 4 Pj 三重県 明野高等学校 大薮　碧美 × RSC 1R 0:53 ○ 加藤　光 奈良県 王寺工業高等学校 篠崎 中川  塚本  瀬戸川  蛯原  鈴木  4

5 5 Pj 愛知県 三好高等学校 山中　百合香 ○ RSC-I 2R 0:53 × 小川　花菜 鳥取県 境港総合技術高等学校 五十嵐 中川  塚本  瀬戸川  蛯原  鈴木  5

6 6 Pj 大阪府 浪速高等学校 西中　結菜 ○ RSC 1R 1:47 × 手塚　智尋 茨城県 高萩清松高等学校 中川 相馬  塚本  瀬戸川  蛯原  佐藤  6

7 7 Pj 栃木県 作新学院高等学校 中里　心葵 × WP 0-5 ○ 福井　小梅 青森県 弘前工業高等学校 鈴木 相馬 28-29 曽根崎 28-29 林田 28-29 常盤 28-29 佐藤 28-29 7

8 8 Pj 群馬県 伊勢崎工業高等学校 小林　澪羅 × WP 0-5 ○ 堀　宝水 宮崎県 日章学園高等学校 米田 相馬 27-30 曽根崎 27-30 林田 27-30 常盤 27-30 佐藤 27-30 8

9 9 LFj 日連推薦 日本体育大学桜華高等学校 篠原　光 ○ RSC 2R 2:00 × 金澤　あかり 宮崎県 日章学園高等学校 相馬 咄下  曽根崎  林田  常盤  米田  9

10 10 LFj 香川県 高松工芸高等学校 吉見　友希 ○ WP 5-0 × 溝口　日菜 岐阜県 岐阜工業高等学校 瀬戸川 咄下 30-27 宮村 30-27 篠崎 29-28 五十嵐 30-27 米田 30-27 10

11 11 LFj 栃木県 作新学院高等学校 齋藤　温輝 × WP 0-5 ○ 三田　さくら 東京都 駿台学園高等学校 佐藤 咄下 27-30 宮村 27-30 中川 27-30 五十嵐 27-30 米田 27-30 11

12 12 LFj 群馬県 館林女子高等学校 平井　万絢 ○ WP 5-0 × 原田　琴美 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 林田 常盤 29-28 宮村 29-28 篠崎 29-28 五十嵐 29-28 枡澤 29-28 12

13 13 LFj 静岡県 浜松工業高等学校 鈴木　万葉 × WP 0-5 ○ 杉浦　未悠 大阪府 浪速高等学校 宮村 鈴木 27-30 田木 27-30 篠崎 27-30 塚本 27-30 枡澤 28-29 13

14 14 LFj 新潟県 新潟工業高等高校 谷澤　来夢 × DQ 2R 1:50 ○ 岸本　有彩 沖縄県 嘉手納高等学校 蛯原 鈴木  田木  中川  塚本  枡澤  14

15 15 LFj 青森県 青森北高等学校 工藤　紅葉 ○ WP 5-0 × 坂内　由寿乃 三重県 明野高等学校 塚本 林田 30-27 田木 30-27 中川 30-27 瀬戸川 30-27 常盤 30-27 15

16 16 LFj 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 石村　なな × RSC 1R 0:41 ○ 岩淵　美友 岩手県 水沢工業高等学校 常盤 林田  相馬  咄下  瀬戸川  蛯原  16

17 17 Fj 静岡県 浜松工業高等学校 山下　萌優 × RSC 3R 1:29 ○ 小川　葵 岐阜県 岐阜工業高等学校 宮村 林田  相馬  咄下  瀬戸川  蛯原  17

18 18 Fj 北海道 恵庭南高等学校 太田　萌百 × RSC 1R 0:58 ○ リフィーバー仁奈 栃木県 白鷗大学足利高等学校 田木 佐藤  相馬  五十嵐  曽根崎  蛯原  18

19 19 Fj 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 原田　美琴 ○ WP 4-1 × 成田　華 東京都 駿台学園高等学校 咄下 佐藤 30-27 常盤 30-27 宮村 30-27 曽根崎 29-28 五十嵐 28-29 19

20 20 Fj 群馬県 伊勢崎工業高等学校 湯本　光 ○ WP 5-0 × 山原　香鈴 大阪府 浪速高等学校 曽根崎 佐藤 29-28 常盤 29-28 宮村 29-28 鈴木 29-28 五十嵐 29-28 20

21 21 Fj 青森県 七戸高等学校 長畑　侑那 × RSC 1R 1:10 ○ 井本　愛美 愛媛県 松山工業高等学校 枡澤 田木  常盤  宮村  鈴木  咄下  21

22 22 Fj 愛知県 享栄高等学校 大橋　月 ○ WP 5-0 × 畠山　愛未 岩手県 盛岡南高等学校 篠崎 田木 30-26 瀬戸川 30-25 米田 30-27 鈴木 30-27 林田 30-25 22

23 23 Fj 新潟県 北越高等学校 水落　優宝 × RSC 2R 1:45 ○ 大澤　玲奈 埼玉県 花咲徳栄高等学校 五十嵐 田木  瀬戸川  米田  蛯原  林田  23

24 24 Bj 岩手県 黒沢尻工業高等学校 佐藤　向日葵 × WP 0-5 ○ 片柳　歩美 神奈川県 有馬高等学校 鈴木 篠崎 27-30 瀬戸川 27-30 米田 27-30 蛯原 27-30 林田 27-30 24

25 25 Bj 石川県 石川県立工業高等学校 駒田　羽名 × WP 0-5 ○ 猪俣　向日葵 福島県 会津工業高等学校 中川 篠崎 27-30 佐藤 27-30 枡澤 27-30 蛯原 27-30 塚本 27-30 25

26 26 Bj 大阪府 長野北高等学校 今永　結 ○ WP 5-0 × 平尾　虹海 熊本県 熊本農業高等学校 米田 篠崎 30-27 佐藤 30-27 枡澤 30-27 田木 30-27 塚本 30-27 26

27 27 Bj 三重県 久居高等学校 樋口　藍 ○ WP 5-0 × 村山　ひなた 新潟県 新潟青陵高等学校 相馬 曽根崎 30-27 佐藤 30-27 枡澤 30-27 田木 30-27 咄下 29-28 27

28 28 Bj 群馬県 伊勢崎工業高等学校 大島　楓子 ○ WP 5-0 × 加藤　真白 愛知県 名古屋工学院専門学校高等課程 瀬戸川 曽根崎 30-26 常盤 30-27 中川 30-27 田木 30-27 咄下 30-27 28

29 29 Bj 佐賀県 唐津西高等学校 吉原　憧子 ○ RSC 1R 1:32 × 佐藤　未咲 東京都 コサカボクシングジム 佐藤 曽根崎  常盤  中川  相馬  咄下  29

30 30 Fej 北海道 恵庭南高等学校 行川　紀凛 ○ WP 4-1 × 菊池　菜織 岩手県 盛岡南高等学校 林田 蛯原 29-28 常盤 28-29 篠崎 29-28 相馬 29-28 塚本 30-27 30

31 31 WLF 大阪府 天満橋ボクシングジム 山岡　彩 × WP 2-3 ○ 山影　詩織 岩手県 拓殖大学 田木 蛯原 28-29 鈴木 28-29 瀬戸川 28-29 相馬 29-28 枡澤 29-28 31
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32 32 WLF 栃木県 日本体育大学 髙橋　伶奈 × RSC 2R 1:11 ○ 久保　亜唯里 埼玉県 平成国際大学 蛯原 五十嵐  鈴木  瀬戸川  林田  枡澤  32

33 33 WLF 京都府 京都民医連中央病院 上原　彩加 × RSC 3R 1:45 ○ 奈須　海咲 宮崎県 拓殖大学 塚本 五十嵐  鈴木  瀬戸川  林田  枡澤  33

34 34 WLF 福井県 福井県ボクシング連盟 山口　優香 × WP 2-3 ○ 松重　智子 兵庫県 クレイジム 常盤 五十嵐 29-28 宮村 28-29 篠崎 30-27 林田 27-30 田木 28-29 34

35 35 WLF 福岡県 福岡県 河本　智夏 ○ WP 5-0 × 山城　萌花 石川県 山梨県立宝石美術専門学校 塚本 米田 29-28 中川 30-27 篠崎 30-27 咄下 30-27 田木 30-27 35

36 36 WLF 鳥取県 米子西クリニック 向井　加奈江 × RSC 3R 1:01 ○ 石川　紗璃名 群馬県 拓殖大学 田木 米田  宮村  篠崎  咄下  中川  36

37 37 WF 熊本県 自衛隊体育学校 小村　つばさ ○ RSC 3R 0:15 × 澤木　美里 愛知県 名古屋学院大学 咄下 米田  塚本  佐藤  蛯原  中川  37

38 38 WF 東京都 葛飾ボクシングクラブ 松田　玲奈 ○ WP 3-2 × 安村　可麗 大阪府 大阪府立堺工科高等学校 枡澤 常盤 29-28 塚本 28-29 佐藤 30-27 蛯原 29-28 中川 28-29 38

39 39 WB 北海道 札幌学院大学 横田　ひなた × WP 0-5 ○ 田代　沙和香 東京都 法政大学 曽根崎 常盤 28-29 塚本 28-29 佐藤 28-29 蛯原 28-29 相馬 28-29 39

40 40 WB 山形県 日本体育大学 渡邉綾音 ○ RSC 2R 2:10 × 六井　温 新潟県 新潟大学 篠崎 常盤  咄下  曽根崎  鈴木  相馬  40

41 41 WB 三重県 日本体育大学 宮本　芽依 ○ RSC 1R 2:34 × 妹尾　歩果 広島県 広島文化学園大学 五十嵐 田木  咄下  曽根崎  鈴木  相馬  41

42 42 WB 福岡県 福岡県 尾畑　里枝 ○ WP 4-1 × 田畝　佳也乃 福島県 福島学院大学 鈴木 田木 30-27 咄下 30-27 曽根崎 28-29 篠崎 30-27 塚本 29-28 42

43 43 WL 奈良県 芦屋大学 田中　鈴華 ○ WP 5-0 × 金野　綾乃 岩手県 拓殖大学 宮村 田木 29-28 枡澤 29-28 五十嵐 30-27 篠崎 29-28 塚本 29-28 43

44 44 WL 京都府 日本大学 濱本　紗也 ○ WP 3-2 × 田口　綾華 兵庫県 関西学院大学 相馬 宮村 30-27 枡澤 28-29 五十嵐 27-30 篠崎 29-28 塚本 29-28 44

45 45 F 北海道 大西ボクシングジム 中澤　智 ○ RSC 2R 1:19 × 五十嵐　裕人 新潟県 サンライフ舞 米田 宮村  中川  五十嵐  林田  曽根崎  45

46 46 F 栃木県 （公財）栃木県体育協会栃木県体育館 佐野　善則 ○ RSC 3R 2:37 × 根本　優樹 東京都 藤和ハウス 瀬戸川 宮村  米田  枡澤  林田  曽根崎  46

47 47 B 岡山県 三菱自動車工業㈱ 金中　拳児 ○ WP 5-0 × 土井　芳貴 三重県 朝日町役場 佐藤 鈴木 30-27 米田 29-28 中川 30-27 林田 30-27 常盤 30-27 47

48 48 B 長崎県 長崎県立長崎鶴洋高等学校（職） 北浦　龍馬 ○ ABD 2R 2:34 × 菅藤　亮兵 東京都 ㈱lord 林田 鈴木  米田  中川  相馬  曽根崎  48

49 49 B 鳥取県 はま寿司　米子店 坂本　翔紀 × RSC 1R 0:58 ○ 内山　雄平 愛知県 享栄高校（教） 中川 咄下  佐藤  瀬戸川  相馬  常盤  49

50 50 B 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 中岡　蓮 ○ WP 5-0 × 安藤　純一 北海道 遠軽自衛隊 蛯原 鈴木 30-26 佐藤 30-26 瀬戸川 29-27 相馬 29-27 常盤 30-26 50

51 51 L 兵庫県 株式会社　ニチレイフーズ 荒木　領 × RSC 2R 0:42 ○ 松本　拓也 東京都 富士紡ホールディングス㈱ 塚本 咄下  佐藤  瀬戸川  五十嵐  篠崎  51

52 52 L 鹿児島県 エン・ジャパン株式会社 大久　祐哉 ○ WP 4-1 × 上間　北斗 沖縄県 JALスカイエアポート沖縄 常盤 咄下 30-27 蛯原 29-28 枡澤 29-28 五十嵐 29-28 篠崎 28-29 52

53 53 L 奈良県 野村證券株式会社 橋場　郁 ○ RSC 1R 2:43 × 佐久間　太郎 大阪府 天満橋ボクシングジム 曽根崎 塚本  蛯原  枡澤  五十嵐  篠崎  53

54 54 LW 兵庫県 株式会社　関西オカムラ 秋山　星也 ○ RSC 1R 2:30 × 長内　加寿也 京都府 Sｙｍｍｅ 田木 塚本  蛯原  枡澤  中川  相馬  54

55 55 LW 茨城県 航空自衛隊百里基地 長濱　和良 × WP 0-5 ○ 田村　勇人 広島県 大竹ボクシングクラブ 咄下 塚本 27-30 米田 27-30 林田 27-30 中川 27-30 相馬 27-30 55

56 56 M 福島県 八ッ橋設備株式会社 遠藤　広大 ○ RSC 1R 2:56 × 山田　圭吾 京都府 平松フィットネス・ボクシングジム 蛯原 曽根崎  米田  林田  中川  相馬  56


