
期日： 令和元年10月16(水)～10月20日(日)

会場： 北ガスアリーナ札幌４６　札幌市中央体育館

女子ジュニアの部

貞松　優華 堀　宝水 加藤　光 西中　結菜
さだまつ　ゆうか ほり　ほうみ かとう　ひかる にしなか　ゆな

日連推薦 高志館高等学校 宮崎県 日章学園高等学校 奈良県 王寺工業高等学校 大阪府 浪速高等学校

篠原　光 岸本　有彩 三田　さくら 岩淵　美友
しのはら　ひかる きしもと　ありさ みた　さくら いわぶち　みゆ

日連推薦 日本体育大学桜華高等学校沖縄県 嘉手納高等学校 東京都 駿台学園高等学校 岩手県 水沢工業高等学校

大澤　玲奈 小川　葵 原田　美琴 井本　愛美
おおさわ　れな おがわ　あおい はらだ　みこと いもとまなみ

埼玉県 花咲徳栄高等学校 岐阜県 岐阜工業高等学校 熊本県 東海大学付属熊本星翔高校 愛媛県 松山工業高等学校

吉澤　颯希 若江　波華 猪俣　向日葵 樋口　藍
よしざわ　さつき わかえなみか いのまた　ひまわり ひぐち　らん

栃木県 白鷗大学足利高等学校 愛媛県 松山商業高等学校 福島県 会津工業高等学校 三重県 久居高等学校

木村　萌那 星野　佳亜奈 原　祐夏 北﨑　天寿
きむら　もな ほしの　かあな はら　ゆうか きたざき　てんじゅ

日連推薦 岐阜工業高等学校 東京都 都立府中東高等学校 新潟県 新潟向陽高等学校 熊本県 九州学院高等学校

星野　萌 佐伯　亜海 神　麗愛 小幡　亜美
ほしの　もえ さえき　あみ じん　れいな おばた　あみ

群馬県 館林女子高等学校 熊本県 熊本農業高等学校 青森県 青森山田高等学校 岩手県 水沢工業高等学校

高橋　美波 住吉　こゆき 谷口　未来
たかはし　みなみ すみよし　こゆき たにぐち　みく

埼玉県 花咲徳栄高等学校 岩手県 専修大学北上高等学校 愛知県 名古屋工学院専門学校高等課程

杉浦　遥
すぎうら　はるか

愛知県 蒲郡高等学校

鶴田　愛羅
つるた　あいら

愛知県 名古屋工学院専門学校高等課程

最優秀選手賞 ライトフライ級 篠原　光 日連推薦 日本体育大学桜華高等学校

優秀選手賞 フェザー級 木村　萌那 日連推薦 岐阜工業高等学校

令和元年度 第18回全日本女子選手権大会/第71回全日本社会人選手権大会
入　賞　者

順位

階級

ミドル級

ピン級

ライトフライ級

1位 2位 3位

フライ級

バンタム級

フェザー級

ライト級

ライトウエルター

ウエルター級



期日： 令和元年10月16(水)～10月20日(日)

会場： 北ガスアリーナ札幌４６　札幌市中央体育館

令和元年度 第18回全日本女子選手権大会/第71回全日本社会人選手権大会
入　賞　者

女子シニアの部

仲田　輪幸 石田　真央 奈須　海咲 河本　智夏
なかた　りさ いしだ　まお なす　みさき かわもと　ちなつ

山梨県 平成国際大学 東京都 日本大学 宮崎県 拓殖大学 福岡県 福岡県

河野　沙捺 和田　まどか 新本　亜也 木下　鈴花
かわの　さな わだ まどか しんもとあや きのした　りんか

日連推薦 有限会社　渡辺溶接所 福井県 福井県スポーツ協会 広島県 有限会社美づ葉 鳥取県 日本体育大学

宮本　芽依 渡邉　綾音 岩田　吏加 尾畑　里枝
みやもと　めい わたなべ　あやね いわた　りか おばた　りえ

三重県 日本体育大学 山形県 日本体育大学 島根県 芦屋大学 福岡県 福岡県

晝田　瑞希 古賀　舞琴 岡田　朋子 宮木　流奈
ひるた　みずき こが　まこと おかだ　ともこ みやき　るな

岡山県 自衛隊体育学校 愛知県 トヨタ自動車（株） 東京都 社会福祉法人　天祐 富山県 ゴールドウィン

濱本　紗也 田中　鈴華 濱口　聖羅 金沢　歩南
はまもと　さや たなか　りんか はまぐち　せいら かねざわ　ほなみ

京都府 日本大学 奈良県 芦屋大学 岐阜県 拓殖大学 東京都 日本大学

山崎　由利 紺野　佳苗
やまざき　ゆり こんの　かなえ

東京都 東京海上日勤ベターライフサービス 北海道 札幌市立もみじの森小学校

鬼頭　茉依 菊池　真琴 大谷　美結 堀田　千宴子
きとう　まい きくち　まこと おおたに　みゆう ほりた　ちえこ

愛知県 有限会社鬼頭塗装店 日連推薦 社会医療法人　敬和会 東京都 神奈川県警 富山県 高岡ボクシングクラブ

津端　ありさ 曽我　亜月
つばた　ありさ そが　あづき

東京都 西埼玉中央病院 愛知県 トヨタ自動車（株）

最優秀選手賞 フェザー級 晝田　瑞希 岡山県 自衛隊体育学校

優秀選手賞 フライ級 河野　沙捺 日連推薦 有限会社　渡辺溶接所

順位

階級

ライトウエルター級

ウェルター級

ミドル級

1位 2位 3位

ライトフライ級

フライ級

バンタム級

フェザー級

ライト級



期日： 令和元年10月16(水)～10月20日(日)

会場： 北ガスアリーナ札幌４６　札幌市中央体育館

令和元年度 第18回全日本女子選手権大会/第71回全日本社会人選手権大会
入　賞　者

全日本社会人の部

渡辺　大希 村瀬　敢太 根本　正蔵 大賀　寛倫
わたなべ　だいき むらせ　かんた ねもと　しょうぞう おおが　ひろみち

北海道 一拳ジム 愛知県 稲熊製作所 栃木県 那須ボクシングジム 神奈川県 グローブシップ（株）

吉田　大晟 岡本　　裕 米田　秀馬 中川　誓也
よしだ　たいせい おかもと　ゆう よねだ　しゅうま なかがわ　せいや

愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱ 三重県 社会福祉法人　いずみ 愛知県 トヨタ自動車（株） 京都府 平松フィットネス・ボクシングジム

内山　雄平 北浦　龍馬 金中　拳児 中岡　蓮
うちやま　ゆうへい きたうら　りょうま かなか　けんじ なかおか　れん

愛知県 享栄高校（教） 長崎県 長崎県立長崎鶴洋高等学校（職） 岡山県 三菱自動車工業㈱ 愛媛県 愛媛綜合警備保障㈱

大久　祐哉 松本　拓也 内山　雄太 降矢　直人
おおく　ゆうや まつもと　たくや うちやま　ゆうた ふるや　なおと

鹿児島県 エン・ジャパン株式会社 東京都 富士紡ホールディングス(株) 愛知県 トヨタ自動車（株） 北海道 北見ボクシングクラブ

田村　勇人 幸　政弘 秋山　星也 長澤　佑真
たむら　はやと ゆき　まさひろ あきやま　せいや ながさわ　ゆうま

広島県 大竹ボクシングクラブ 東京都 警視庁第三機動隊 兵庫県 株式会社　関西オカムラ 愛知県 トヨタ自動車（株）

鈴木　康弘 落合　佑季也 越川　龍 添田　恵亮
すずき　やすひろ おちあい　ゆきや こしかわ　りゅう そえだ けいすけ

北海道 K＆Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 群馬県 群馬県ボクシング連盟 福島県 日本大学工学部 福井県 武生ボクシングスクール

近藤　陸 遠藤　広大 岡本　和貴 宮津　優輝
こんどう　りく えんどう　こうだい おかもと　かずたか みやつ　まさあき

埼玉県 自衛隊体育学校 福島県 八ッ橋設備株式会社 大阪府 積水ハウス株式会社 北海道 函館ボクシング協会

沓名　紀征 嘉納　幸博
くつな　のりまさ かのう　ゆきひろ

鹿児島県 鹿児島県体育協会 兵庫県 桜井市役所

阿部　陽輔 遠藤　幸佑
あべ　ようすけ えんどう　こうすけ

北海道 K＆Kボクシングクラブ 東京都 トヨタ自動車㈱

井手　好鷹
いで　よしたか

長崎県 長崎県央バス

最優秀選手賞 ウエルター級 鈴木　康弘 北海道 K＆Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

優秀選手賞 ミドル級 近藤　陸 埼玉県 自衛隊体育学校

順位
階級 3位1位 2位

ヘビー級

スーパーヘビー級

ウエルター級

ミドル級

ライトヘビー級

ライトフライ級

フライ級

バンタム級

ライト級

ライトウエルター級


