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都道府県 所属名 選手名 選手名 都道府県 所属名 R

1 57 Pj 日連推薦 高志館高等学校 貞松　優華 ○ RSC 2R 1:18 × 佐藤　七海 岩手県 水沢工業高等学校 咄下 枡澤  五十嵐  鈴木  米田  篠崎  1

2 58 Pj 東京都 駿台学園高等学校 田口　心温 × WP 0-5 ○ 加藤　光 奈良県 王寺工業高等学校 曽根崎 枡澤 26-30 五十嵐 26-30 宮村 26-30 蛯原 26-30 篠崎 26-30 2

3 59 Pj 愛知県 三好高等学校 山中　百合香 × WP 2-3 ○ 西中　結菜 大阪府 浪速高等学校 枡澤 中川 29-28 五十嵐 28-29 宮村 28-29 米田 28-29 篠崎 29-28 3

4 60 Pj 青森県 弘前工業高等学校 福井　小梅 × RSC 3R 1:29 ○ 堀　宝水 宮崎県 日章学園高等学校 篠崎 中川  塚本  瀬戸川  米田  鈴木  4

5 61 LFj 日連推薦 日本体育大学桜華高等学校 篠原　光 ○ RSC 1R 1:30 × 吉見　友希 香川県 高松工芸高等学校 五十嵐 中川  塚本  瀬戸川  蛯原  鈴木  5

6 62 LFj 東京都 駿台学園高等学校 三田　さくら ○ RSC 1R 1:30 × 平井　万絢 群馬県 館林女子高等学校 中川 相馬  塚本  瀬戸川  蛯原  佐藤  6

7 63 LFj 大阪府 浪速高等学校 杉浦　未悠 × WP 1-3 ○ 岸本　有彩 沖縄県 嘉手納高等学校 鈴木 相馬 30-26 曽根崎 27-29 林田 28-28 常盤 27-29 佐藤 27-29 7

8 64 LFj 青森県 青森北高等学校 工藤　紅葉 × WP 0-5 ○ 岩淵　美友 岩手県 水沢工業高等学校 米田 相馬 26-30 曽根崎 27-30 林田 26-30 常盤 27-30 佐藤 27-29 8

9 65 Fj 山梨県 甲府昭和高等学校 仲田　幸希七 × WP 1-4 ○ 小川　葵 岐阜県 岐阜工業高等学校 相馬 咄下 28-29 曽根崎 27-30 林田 28-29 常盤 29-28 米田 27-30 9

10 66 Fj 栃木県 白鷗大学足利高等学校 リフィーバー仁奈 × WP 0-5 ○ 原田　美琴 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 瀬戸川 咄下 27-30 宮村 27-30 中川 27-30 五十嵐 27-30 米田 27-30 10

11 67 Fj 群馬県 伊勢崎工業高等学校 湯本　光 × WP 0-5 ○ 井本　愛美 愛媛県 松山工業高等学校 佐藤 咄下 27-30 宮村 27-30 篠崎 27-30 五十嵐 27-30 米田 27-30 11

12 68 Fj 愛知県 享栄高等学校 大橋　月 × WP 1-4 ○ 大澤　玲奈 埼玉県 花咲徳栄高等学校 林田 鈴木 28-29 宮村 28-29 篠崎 27-30 五十嵐 27-30 枡澤 30-27 12

13 69 Bj 栃木県 白鷗大学足利高等学校 吉澤　颯希 ○ RSC 2R 2:00 × 片柳　歩美 神奈川県 有馬高等学校 宮村 鈴木  田木  中川  塚本  枡澤  13

14 70 Bj 福島県 会津工業高等学校 猪俣　向日葵 ○ WP 3-2 × 今永　結 大阪府 長野北高等学校 蛯原 鈴木 29-26 田木 27-28 中川 28-27 塚本 27-28 枡澤 28-27 14

15 71 Bj 三重県 久居高等学校 樋口　藍 ○ KO 2R 1:10 × 大島　楓子 群馬県 伊勢崎工業高等学校 塚本 林田  田木  中川  瀬戸川  常盤  15

16 72 Bj 佐賀県 唐津西高等学校 吉原　憧子 × WP 1-4 ○ 若江　波華 愛媛県 松山商業高等学校 常盤 林田 28-29 相馬 28-29 咄下 27-30 瀬戸川 28-29 蛯原 30-27 16

17 73 Fej 日連推薦 岐阜工業高等学校 木村　萌那 ○ RSC 1R 0:32 × 行川　紀凛 北海道 恵庭南高等学校 宮村 林田  相馬  中川  瀬戸川  蛯原  17

18 74 Fej 新潟県 新潟向陽高等学校 原　祐夏 ○ WP 4-1 × 志賀　くるみ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 田木 佐藤 29-28 相馬 28-29 中川 29-28 曽根崎 29-28 蛯原 29-28 18

19 75 Fej 熊本県 九州学院高等学校 北﨑　天寿 ○ RSC 1R 1:37 × 妹尾　実季 広島県 広陵高等学校 咄下 佐藤  常盤  宮村  曽根崎  五十嵐  19

20 76 Fej 石川県 小松商業高等学校 宮越　伶音 × RSC 1R 0:28 ○ 星野　佳亜奈 東京都 府中東高等学校 曽根崎 佐藤  常盤  咄下  鈴木  五十嵐  20

21 77 Lj 群馬県 館林女子高等学校 星野　萌 ○ RSC 1R 1:06 × 中須賀　野々華 愛媛県 松山城南高等学校 枡澤 田木  常盤  咄下  鈴木  宮村  21

22 78 Lj 岩手県 水沢工業高等学校 小幡　亜美 ○ WP 5-0 × 後藤　和古 愛知県 蒲郡高等学校 篠崎 田木 29-28 瀬戸川 30-27 米田 29-28 鈴木 30-27 林田 30-26 22

23 79 Lj 熊本県 熊本農業高等学校 佐伯　亜海 ○ WP 5-0 × 大澤　あねら 東京都 目黒日本大学高等学校 五十嵐 田木 30-27 瀬戸川 30-26 米田 29-28 蛯原 30-27 林田 29-28 23

24 80 WLF 山梨県 平成国際大学 仲田　輪幸 ○ RSC 1R 1:47 × 山影　詩織 岩手県 拓殖大学 鈴木 篠崎  瀬戸川  米田  蛯原  林田  24

25 81 WLF 埼玉県 平成国際大学 久保　亜唯里 × WP 0-5 ○ 奈須　海咲 宮崎県 拓殖大学 中川 篠崎 28-29 佐藤 27-30 枡澤 27-30 宮村 28-29 塚本 27-30 25

26 82 WLF 兵庫県 クレイジム 松重　智子 × WP 0-5 ○ 河本　智夏 福岡県 福岡県 米田 篠崎 27-30 佐藤 27-30 枡澤 27-30 田木 26-30 塚本 27-30 26

27 83 WLF 群馬県 拓殖大学 石川　紗璃名 × WP 1-4 ○ 石田　真央 東京都 日本大学 相馬 曽根崎 29-28 佐藤 27-30 枡澤 28-29 田木 27-30 咄下 27-30 27

28 84 WF 日連推薦 有限会社　渡辺溶接所 河野　沙捺 ○ WP 5-0 × 小村　つばさ 熊本県 自衛隊体育学校 瀬戸川 曽根崎 30-25 常盤 30-27 中川 30-27 田木 30-27 咄下 30-27 28

29 85 WF 兵庫県 西宮ＮＥＯボクシングジム 今道　彩 × RSC 1R 1:40 ○ 新本　亜也 広島県 有限会社美づ葉 佐藤 曽根崎  常盤  中川  相馬  咄下  29

30 86 WF 鳥取県 日本体育大学 木下　鈴花 ○ RSC 2R 0:54 × 野村　瑠夏 秋田県 日本大学 林田 蛯原  常盤  篠崎  相馬  塚本  30

31 87 WF 東京都 葛飾ボクシングクラブ 松田　玲奈 × WP 0-5 ○ 和田　まどか 福井県 福井県スポーツ協会 田木 蛯原 28-29 鈴木 27-30 瀬戸川 27-30 相馬 28-29 枡澤 27-30 31

32 88 WB 島根県 芦屋大学 岩田　吏加 ○ RSC 1R 2:32 × 田代　沙和香 東京都 法政大学 蛯原 五十嵐  鈴木  瀬戸川  林田  枡澤  32

33 89 WB 山形県 日本体育大学 渡邉綾音 ○ WP 4-1 × 鶴岡　ともか 茨城県 茨城県立高萩清松高等学校 塚本 五十嵐 29-28 宮村 30-27 瀬戸川 29-28 林田 29-28 枡澤 28-29 33

34 90 WB 岩手県 日本体育大学 太田　雪月花 × RSC 2R 1:27 ○ 宮本　芽依 三重県 日本体育大学 常盤 五十嵐  宮村  篠崎  林田  田木  34

35 91 WB 福岡県 福岡県 尾畑　里枝 ○ WP 5-0 × 八木　彩稔 群馬県 平成国際大学 塚本 米田 30-27 中川 30-27 篠崎 30-27 咄下 30-27 田木 29-28 35
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36 92 WFe 岡山県 自衛隊体育学校 晝田　瑞希 ○ RSC 2R 0:30 × 宮崎　真希 北海道 ㈱ワイズケア 田木 米田  宮村  篠崎  常盤  中川  36

37 93 WFe 東京都 社会福祉法人　天祐 岡田　朋子 ○ RSC 3R 0:49 × 伊藤　紗莉 神奈川県 アントムジム 咄下 米田  塚本  佐藤  蛯原  中川  37

38 94 WFe 愛知県 トヨタ自動車（株） 古賀　舞琴 ○ RSC 1R 2:34 × 黒田　史音 栃木県 国際医療福祉大学 枡澤 常盤  塚本  佐藤  蛯原  中川  38

39 95 WFe 兵庫県 秋吉笑店 山本　亜紀 × RSC 1R 0:48 ○ 宮木　流奈 富山県 ゴールドウィン 曽根崎 常盤  塚本  佐藤  蛯原  相馬  39

40 96 WL 日連推薦 近畿大学 桺井　妃奈実 × WP 2-3 ○ 田中　鈴華 奈良県 芦屋大学 篠崎 常盤 28-27 咄下 28-27 枡澤 27-28 鈴木 27-28 相馬 26-29 40

41 97 WL 栃木県 日本体育大学 松持　亜実 × WP 0-5 ○ 濱口　聖羅 岐阜県 拓殖大学 五十嵐 田木 27-30 咄下 25-30 曽根崎 26-30 鈴木 27-30 相馬 27-30 41

42 98 WL 東京都 日本大学 金沢　歩南 ○ RSC 1R 0:55 × 川口　絵美 広島県 広陵高校 鈴木 田木  咄下  曽根崎  篠崎  塚本  42

43 99 WL 京都府 日本大学 濱本　紗也 ○ WP 5-0 × 美坂　穂香 青森県 青森大学 中川 田木 30-27 瀬戸川 30-27 曽根崎 30-27 篠崎 30-27 塚本 30-27 43

44 100 LF 愛知県 稲熊製作所 村瀬　敢太 ○ RSC 2R 0:29 × 川上　雅康 京都府 平松フィットネス・ボクシングジム 相馬 宮村  瀬戸川  五十嵐  篠崎  塚本  44

45 101 F 三重県 社会福祉法人　いずみ 岡本　裕 ○ WP 5-0 × 中澤　智 北海道 大西ボクシングジム 米田 宮村 30-26 瀬戸川 30-25 五十嵐 30-26 林田 30-26 曽根崎 30-26 45

46 102 F 愛知県 トヨタ自動車（株） 米田　秀馬 ○ RSC 1R 2:37 × 岡田　紘 千葉県 吉川油脂 瀬戸川 宮村  五十嵐  枡澤  林田  常盤  46

47 103 F 兵庫県 高砂市消防本部 松下　直矢 × WP 1-4 ○ 吉田　大晟 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 佐藤 鈴木 28-29 米田 27-30 枡澤 27-30 林田 27-30 常盤 29-28 47

48 104 F 栃木県 （公財）栃木県体育協会栃木県体育館 佐野　善則 × WP 1-4 ○ 中川　誓也 京都府 平松フィットネス・ボクシングジム 林田 鈴木 29-27 米田 27-29 枡澤 27-29 相馬 26-30 曽根崎 27-29 48

49 105 B 新潟県 トヨタカローラ新潟㈱ 鈴木　国彦 × WP 0-5 ○ 金中　拳児 岡山県 三菱自動車工業㈱ 宮村 鈴木 27-30 佐藤 27-30 常盤 27-30 相馬 27-30 曽根崎 28-29 49

50 106 B 長崎県 長崎県立長崎鶴洋高等学校（職） 北浦　龍馬 ○ RSC 2R 1:38 × 松谷　庸平 大阪府 眞鍋電気工業所 蛯原 咄下  佐藤  瀬戸川  相馬  曽根崎  50

51 107 B 福島県 株式会社弓田建設 長谷部　達也 × WP 1-4 ○ 内山　雄平 愛知県 享栄高校（教） 塚本 咄下 27-30 佐藤 30-27 瀬戸川 28-29 五十嵐 27-30 篠崎 27-30 51

52 108 B 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 中岡　蓮 ○ WP 5-0 × 小林　一哉 兵庫県 株式会社　ジェニー 常盤 咄下 30-27 蛯原 30-25 枡澤 30-27 五十嵐 30-27 篠崎 30-25 52

53 109 L 岡山県 ㈱ナカシマプロペラ 三宅　善寛 × KO 1R 1:08 ○ 松本　拓也 東京都 富士紡ホールディングス㈱ 曽根崎 塚本  蛯原  枡澤  五十嵐  篠崎  53

54 110 L 愛知県 トヨタ自動車（株） 内山　雄太 ○ WP 5-0 × 白井　皇貴 静岡県 北三株式会社 田木 塚本 29-28 蛯原 30-27 枡澤 29-28 中川 29-28 相馬 30-27 54

55 111 L 新潟県 アーク引越しセンター 清野　雅俊 × WP 0-5 ○ 大久　祐哉 鹿児島県 エン・ジャパン株式会社 咄下 塚本 27-29 米田 27-29 林田 27-29 中川 26-30 相馬 26-30 55

56 112 L 奈良県 野村證券株式会社 橋場　郁 × WP 2-3 ○ 降矢　直人 北海道 北見ボクシングクラブ 蛯原 曽根崎 28-29 宮村 28-29 林田 30-27 中川 29-28 相馬 27-30 56

57 113 LW 静岡県 株式会社明幸 月田　翔一郎 × WP 0-5 ○ 秋山　星也 兵庫県 株式会社　関西オカムラ 枡澤 曽根崎 28-29 米田 28-29 林田 28-29 田木 28-29 佐藤 28-29 57

58 114 LW 東京都 警視庁第三機動隊 幸　政弘 ○ WP 5-0 × 関 哲哉 長野県 千曲坂城消防本部 篠崎 鈴木 30-27 瀬戸川 29-28 宮村 30-27 田木 30-27 佐藤 30-27 58

59 115 LW 愛知県 トヨタ自動車（株） 長澤　佑真 ○ WP 5-0 × 衣川　晋平 大阪府 天満橋ボクシングジム 米田 鈴木 30-27 瀬戸川 30-27 宮村 30-27 田木 30-27 佐藤 30-27 59

60 116 LW 広島県 大竹ボクシングクラブ 田村　勇人 ○ WP 5-0 × 及川 翔太 北海道 北広島市役所 鈴木 常盤 29-28 相馬 30-27 宮村 29-28 塚本 29-28 米田 30-27 60

61 117 W 群馬県 群馬県ボクシング連盟 落合　佑季也 ○ RSC 2R 2:43 × 長谷川　聡 神奈川県 大橋ボクシングジム 中川 常盤  曽根崎  田木  塚本  咄下  61

62 118 W 沖縄県 株式会社ＳＥＢＥ 平仲　信裕 × WP 0-5 ○ 鈴木　康弘 北海道 K＆Kボクシングクラブ 五十嵐 常盤 27-30 曽根崎 27-30 田木 27-30 塚本 27-30 林田 27-30 62

63 119 M 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 古川　巨久 × RSC 3R 3:00 ○ 遠藤　広大 福島県 八ッ橋設備株式会社 相馬 佐藤  曽根崎  田木  篠崎  咄下  63

64 120 M 大阪府 積水ハウス株式会社 岡本　和貴 ○ RSC 2R 1:09 × 高實子　秀輝 栃木県 北関東綜合警備保障 瀬戸川 佐藤  蛯原  中川  林田  宮村  64

65 121 M 広島県 大竹市消防本部 奥田　栄進 × RSC 1R 2:39 ○ 宮津　優輝 北海道 函館ボクシング協会 佐藤 米田  蛯原  中川  篠崎  宮村  65

66 122 M 兵庫県 株式会社　ＡＬＳＯＫ姫路 米田　樹 × RSC 1R 2:08 ○ 近藤　陸 埼玉県 自衛隊体育学校 林田 米田  蛯原  五十嵐  鈴木  瀬戸川  66


