
都道府県 所属名 選手名 選手名 都道府県 所属名 R

1 123 Pj 日連推薦 高志館高等学校 貞松　優華 ○ WP 4-1 × 加藤　光 奈良県 王寺工業高等学校 中川 宮村 30-27 曽根崎 30-27 咄下 29-28 蛯原 27-30 五十嵐 29-28 1

2 124 Pj 大阪府 浪速高等学校 西中　結菜 × WP 2-3 ○ 堀　宝水 宮崎県 日章学園高等学校 宮村 枡澤 29-28 曽根崎 29-28 米田 27-30 佐藤 27-30 五十嵐 27-30 2

3 125 LFj 日連推薦 日本体育大学桜華高等学校 篠原　光 ○ RSC 1R 1:08 × 三田　さくら 東京都 駿台学園高等学校 曽根崎 枡澤  相馬  米田  蛯原  五十嵐  3

4 126 LFj 沖縄県 嘉手納高等学校 岸本　有彩 ○ WP 5-0 × 岩淵　美友 岩手県 水沢工業高等学校 米田 枡澤 30-27 相馬 30-27 塚本 30-27 篠崎 30-27 瀬戸川 30-27 4

5 127 Fj 岐阜県 岐阜工業高等学校 小川　葵 ○ WP 3-2 × 原田　美琴 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 蛯原 林田 29-28 相馬 30-27 塚本 29-28 篠崎 28-29 瀬戸川 28-29 5

6 128 Fj 愛媛県 松山工業高等学校 井本　愛美 × WP 0-5 ○ 大澤　玲奈 埼玉県 花咲徳栄高等学校 五十嵐 林田 27-30 常盤 27-30 塚本 27-30 篠崎 27-30 瀬戸川 27-30 6

7 129 Bj 栃木県 白鷗大学足利高等学校 吉澤　颯希 ○ RSC 2R 1:37 × 猪俣　向日葵 福島県 会津工業高等学校 枡澤 林田  常盤  佐藤  田木  咄下  7

8 130 Bj 三重県 久居高等学校 樋口　藍 × WP 0-5 ○ 若江　波華 愛媛県 松山商業高等学校 相馬 中川 27-30 常盤 27-30 佐藤 27-30 田木 27-30 咄下 27-30 8

9 131 Fej 日連推薦 岐阜工業高等学校 木村　萌那 ○ RSC 2R 0:25 × 原　祐夏 新潟県 新潟向陽高等学校 塚本 中川  鈴木  佐藤  田木  蛯原  9

10 132 Fej 熊本県 九州学院高等学校 北﨑　天寿 × WP 0-5 ○ 星野　佳亜奈 東京都 府中東高等学校 篠崎 中川 28-29 鈴木 28-29 宮村 27-29 枡澤 28-29 曽根崎 28-29 10

11 133 Lj 青森県 青森山田高等学校 神　麗愛 × WP 1-4 ○ 星野　萌 群馬県 館林女子高等学校 瀬戸川 米田 27-30 鈴木 27-30 宮村 28-29 枡澤 29-28 曽根崎 27-30 11

12 134 Lj 岩手県 水沢工業高等学校 小幡　亜美 × RSC 1R 0:31 ○ 佐伯　亜海 熊本県 熊本農業高等学校 林田 米田  蛯原  宮村  枡澤  曽根崎  12

13 135 LWj 愛知県 名古屋工学院専門学校高等課程 谷口　未来 × RSC 1R 1:22 ○ 高橋　美波 埼玉県 花咲徳栄高等学校 常盤 米田  蛯原  五十嵐  相馬  塚本  13

14 136 WLF 山梨県 平成国際大学 仲田　輪幸 ○ WP 5-0 × 奈須　海咲 宮崎県 拓殖大学 咄下 篠崎 30-27 中川 30-26 五十嵐 30-27 相馬 30-27 塚本 30-27 14

15 137 WLF 福岡県 日本体育大学 河本　智夏 × RSC 2R 2:33 ○ 石田　真央 東京都 日本大学 佐藤 篠崎  瀬戸川  五十嵐  相馬  塚本  15

16 138 WF 日連推薦 有限会社　渡辺溶接所 河野　沙捺 ○ WP 4-1 × 新本　亜也 広島県 有限会社美づ葉 田木 篠崎 28-29 瀬戸川 29-28 林田 29-28 咄下 29-28 常盤 30-27 16

17 139 WF 鳥取県 日本体育大学 木下　鈴花 × WP 0-5 ○ 和田　まどか 福井県 福井県スポーツ協会 鈴木 佐藤 28-29 瀬戸川 27-30 林田 27-30 咄下 27-30 常盤 27-30 17

18 140 WB 島根県 芦屋大学 岩田　吏加 × WP 0-5 ○ 渡邉綾音 山形県 日本体育大学 中川 篠崎 27-29 米田 28-29 林田 27-30 咄下 28-29 常盤 28-29 18

19 141 WB 三重県 日本体育大学 宮本　芽依 ○ WP 5-0 × 尾畑　里枝 福岡県 福岡県 宮村 佐藤 30-27 米田 30-26 田木 30-25 蛯原 30-26 鈴木 30-25 19

20 142 WFe 岡山県 自衛隊体育学校 晝田　瑞希 ○ RSC 2R 2:14 × 岡田　朋子 東京都 社会福祉法人　天祐 曽根崎 中川  米田  田木  蛯原  鈴木  20

21 143 WFe 愛知県 トヨタ自動車（株） 古賀　舞琴 ○ WP 5-0 × 宮木　流奈 富山県 ゴールドウィン 米田 中川 30-27 相馬 30-27 田木 29-28 蛯原 29-28 鈴木 29-28 21

22 144 WL 奈良県 芦屋大学 田中　鈴華 ○ WP 5-0 × 濱口　聖羅 岐阜県 拓殖大学 蛯原 中川 29-28 相馬 29-28 曽根崎 29-28 枡澤 29-28 咄下 29-28 22

23 145 WL 東京都 日本大学 金沢　歩南 × RSC 3R 0:27 ○ 濱本　紗也 京都府 日本大学 五十嵐 常盤  相馬  曽根崎  枡澤  宮村  23

24 146 WW 日連推薦 社会医療法人　敬和会 菊池　真琴 ○ WP 5-0 × 大谷　美結 東京都 神奈川県警 枡澤 常盤 29-28 林田 29-28 曽根崎 30-27 篠崎 29-28 宮村 29-28 24

25 147 WW 富山県 高岡ボクシングクラブ 堀田　千宴子 × WP 0-5 ○ 鬼頭　茉衣 愛知県 有限会社鬼頭塗装店 相馬 常盤 28-29 林田 28-29 咄下 28-29 篠崎 28-29 瀬戸川 28-29 25

26 148 LF 栃木県 那須ボクシングジム 根本　正蔵 × RSC-I 3R 1:50 ○ 村瀬　敢太 愛知県 稲熊製作所 塚本 五十嵐  林田  咄下  蛯原  瀬戸川  26

27 149 LF 神奈川県 M．Tボクシングジム 大賀　寛倫 × RSC-I 1R 1:51 ○ 渡辺  大希 北海道 一拳ジム 篠崎 五十嵐  曽根崎  宮村  佐藤  田木  27

28 150 F 三重県 社会福祉法人　いずみ 岡本　裕 ○ RSC 3R 1:45 × 米田　秀馬 愛知県 トヨタ自動車（株） 瀬戸川 五十嵐  曽根崎  鈴木  佐藤  田木  28

29 151 F 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 吉田　大晟 ○ WP 5-0 × 中川　誓也 京都府 平松フィットネス・ボクシングジム 林田 宮村 30-27 曽根崎 29-28 鈴木 29-28 佐藤 30-27 田木 29-28 29

30 152 B 岡山県 三菱自動車工業㈱ 金中　拳児 × WP 0-5 ○ 北浦　龍馬 長崎県 長崎県立長崎鶴洋高等学校（職） 咄下 宮村 28-29 枡澤 27-30 鈴木 27-30 米田 27-30 中川 27-30 30

31 153 B 愛知県 享栄高校（教） 内山　雄平 ○ WP 5-0 × 中岡　蓮 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 常盤 宮村 30-27 枡澤 30-27 蛯原 29-28 相馬 30-27 中川 29-28 31

32 154 L 東京都 富士紡ホールディングス㈱ 松本　拓也 ○ RSC 1R 2:47 × 内山　雄太 愛知県 トヨタ自動車（株） 田木 塚本  枡澤  蛯原  相馬  中川  32

33 155 L 鹿児島県 エン・ジャパン株式会社 大久　祐哉 ○ RSC 1R 2:22 × 降矢　直人 北海道 北見ボクシングクラブ 佐藤 塚本  篠崎  蛯原  瀬戸川  五十嵐  33

34 156 LW 兵庫県 株式会社　関西オカムラ 秋山　星也 × RSC 3R 2:32 ○ 幸　政弘 東京都 警視庁第三機動隊 鈴木 塚本  篠崎  常盤  瀬戸川  五十嵐  34

35 157 LW 愛知県 トヨタ自動車（株） 長澤　佑真 × WP 0-5 ○ 田村　勇人 広島県 大竹ボクシングクラブ 中川 林田 27-30 篠崎 27-30 常盤 27-30 咄下 27-30 米田 27-30 35

36 158 W 福島県 日本大学工学部 越川　龍 × RSC 1R 0:53 ○ 落合　佑季也 群馬県 群馬県ボクシング連盟 宮村 林田  佐藤  常盤  咄下  米田  36

37 159 W 北海道 K＆Kボクシングクラブ 鈴木　康弘 ○ RSC 2R 1:04 × 添田　恵亮 福井県 武生ボクシングスクール 曽根崎 林田  佐藤  相馬  瀬戸川  田木  37

38 160 M 福島県 八ッ橋設備株式会社 遠藤　広大 ○ WP 5-0 × 岡本　和貴 大阪府 積水ハウス株式会社 米田 鈴木 30-27 中川 30-27 塚本 30-27 瀬戸川 30-27 田木 30-27 38

39 161 M 北海道 函館ボクシング協会 宮津　優輝 × KO 1R 2:17 ○ 近藤　陸 埼玉県 自衛隊体育学校 蛯原 鈴木  中川  塚本  宮村  田木  39
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