
少年男子
順位

階級

マツシタ  ダイジュン 愛媛 モトムラ  ソウタ 奈良 ヒルタ　ナルサ 茨城

サエキ　ユウマ 千葉 クマノ　コウシロウ 福井 タジマ  タカヨシ 三重

ナカヤマ  ソウタ 福岡 ヤマシタ  ハルキ 愛媛 キラ  ダイヤ 奈良

オザキ  ユウガ 大阪 ホリ　タイガ 埼玉 スギモト　マナヤ 北海道

タツキ　ユウセイ 福井 クワウチ  ショウキ 香川 サノ　アユム 静岡

タナカ  ショウゴ 大阪 カワノ  レント 宮崎 マツモト  カイセイ 兵庫

ホサカ  ミズキ 広島 ヤマカワ  ケンタ 宮崎 シバタ  レン 岡山

マツモト  ケイト 愛媛 ヤマザキ  ユウセイ 大阪 イワムラ　ヒナタ 埼玉

カワカミ　カイト 北海道 ウエハラ  ケンシロウ 香川 ウタシロ　フウイ 新潟

ヤマムラ  ケンシン 兵庫 タムラ　リュウキ 神奈川 ツブラヤ　リョウ 茨城

モリワキ　ミト 東京 タカギ　シュウト 福井 ワキタ  ユウト 宮崎

ウチムラ  ゲント 鹿児島 マエダ　ショウ 埼玉 タナカ　ソラ 神奈川

カワグチ  トワ 愛媛 マツクボ  タクミ 鹿児島 ワガ　セイリュウ 岩手

マツナガ　アツロウ 千葉 サカシタ　コウヘイ 東京 マスダ　ライト 静岡

タケノウチ　タカユキ 神奈川 トリヤベ　カイ 岩手 アマイザワ　カズシ 新潟

ササキ　ゲン 山形 ヤマネ  ダイキ 広島 クロベ　リュウセイ 北海道

成年男子
順位

階級

ハセベ  ダイチ 岡山 フルヤマ　コウスケ 新潟 オオサト　タクミ 埼玉

カスガ　シュウ 静岡 スズキ　ヨシト 岩手 タナカ　カズトモ 福井

マキノ　ソウシ 埼玉 フジタ　ユウスケ 福島 ツボイ　トモヤ 静岡

ヤマグチ  ジンヤ 佐賀 トヨシマ　カイユウ 神奈川 ハヤシダ  ショウタ 和歌山

イケガワ  ジュン 大阪 ウチヤマ　ユウヘイ 愛知 ノガミ  ショウ 佐賀

マツシタ  スグル 岡山 ナカオカ  レン 愛媛 サトウ　ユウスケ 茨城

ホリオ　ユウジ 神奈川 イワサキ　カズキ 奈良 ササキ　コウタ 岩手

コバヤシ　マサヤ 新潟 カトウ　カズサ 北海道 ツツミ  リュウノスケ 宮崎

ホシ  ダイジロウ 和歌山 カワグチ　ヒロム 東京 コクブン　ショウゴ 福島

ワタライ　ミキョウ 神奈川 キドグチ　ケンシン 北海道 シバタ  タカフミ 熊本

コバヤシ　ショウタ 福井 コダマ  レイジ 宮崎 ナカガワ  リョウタ 大阪

ハラダ  ナオキ 広島 マツナガ　リンタロウ 神奈川 イシナダ　リュウヤ 愛知

ワカヤ　ゴウ 埼玉 マツダ　ケンエイ 山形 ウサミ  ショウパトリック 大阪

コンドウ　リク 新潟 カワノ  タイト 大分 ニシダ  ヒロキ 岡山

ミシマ　コウキ 愛知 トキヨシ  タツキ 宮崎 ネモト　ケンタ 千葉

クリタ　タクロウ 山形 アベ　ヨウスケ 北海道 サカモト  タクミ 広島

成年女子
順位

階級

クボ　アイリ 埼玉 ノムラ　リュウカ 秋田 コムラ  ツバサ 熊本

シンモト  アヤ 広島 イワタ  リカ 兵庫 ツルオカ　トモカ 茨城

久　保　亜唯里

新　本　亜　也 岩　田　吏　加 鶴　岡　ともか

鬼　倉　龍　大 梅　村　　　錬
三　島　康　貴 時　吉　　　樹 根　本　拳　太

栗　田　琢　郎 阿　部　陽　輔

野　村　瑠　夏 小　村　つばさ

坂　本　拓　海

柴　田　尊　文

鈴　木　康　弘 浦　嶋　将　之
小　林　将　大 兒　玉　麗　司 中　川　凌　太

イマナガ  タイガ 奈良 トミタ　マヒロ 静岡 渡　来　美　響 木戸口  謙　辰

若　谷　　　豪 松　田　拳　栄

１位 ２位 ３位 ５位

宇佐美正パトリック

近　藤　　　陸 河　野　泰　斗 西　田　浩　樹

堤　　　龍之介

今　永　虎　雅 冨　田　真　広
星　　　大二郎 川　口　大　夢 國　分　奨　悟

キムラ　レンタロウ 静岡 カナカ　リュウジ 茨城 小　林　将　也 加　藤　一　輝

佐　藤　雄　亮

木　村　蓮太朗 金　中　竜　児
堀　尾　裕　司 岩　崎　一　輝 佐々木　康　太

オガワ　ヒロキ 千葉 アナグチ  カズキ 奈良 松　下　　　秀 中　岡　　　蓮

林　田　翔　太

小　川　寛　樹 穴　口　一　輝
池　側　　　純 内　山　雄　平 野　上　　　翔

ババ  リュウセイ 奈良 マスダ  リク 広島 山　口　仁　也 豊　嶋　海　優

田　中　利　知

馬　場　龍　成 増　田　　　陸
牧　野　草　子 藤　田　優　佑 坪　井　智　也

マツモト　リュウセイ 東京 カワグチ　レイジ 愛知 春　日　　　脩 鈴　木　義　人

佐々木　　　巌 山　根　大　輝 黒　部　竜　聖

松　本　流　星 川　口　玲　司
長谷部　大　地 古　山　皓　介 大　里　拓　未

１位 ２位 ３位 ５位

松　永　敦　朗 坂　下　広　併 増　田　礼　登

松　野　晃　汰 仲　野　　　玲
竹ノ内　尊　行 鳥谷部　　　魁 天井澤　一　志

内　村　源　斗 前　田　　　翔 田　中　　　空

黒　田　丈二朗 梁　　　章　太
川　口　永　遠 松久保　拓　海 和　賀　聖　龍

兵庫

山　村　剣　晋 田　村　隆　希 円　谷　　　凌

髙　橋　麗　斗 由　良　謙　神
森　脇　海　人 高　木　柊　翔 脇　田　夢　叶

松　本　敬　人 山　﨑　裕　生 岩　村　陽　向

堤　　　麗　斗 宮　原　紳　瑠
川　上　海　音 上　原　健士郎 歌　代　風　依

ツツミ　レイト 千葉 ミヤハラ  シンリ 佐賀

ウヅカ　ダイスケ 東京 ハラダ  シュウダイ 福岡

田　中　将　吾 川　野　蓮　斗 松　本　海　聖

宇　塚　大　輔 原　田　周　大
保　坂　瑞　紀 山　川　健　太 柴　田　　　錬

吉　良　大　弥

尾　﨑　優　日 堀　　　太　虎 杉　本　愛　弥

梶　原　　　嵐 中　山　慧　大
立　木　勇　聖 桑　内　翔　樹 佐　野　遥　渉

カジハラ  アラシ 広島

２位１位

高　見　亨　介 岩　渕　大　輔
中　山　颯　太 山　下　遥　輝

蛭　田　　　成本　村　蒼　汰

熊　野　幸志朗佐　伯　侑　馬

松　下　大　純

５位３位

ライトウェルター級

ライト級

バンタム級

フライ級

ライトフライ級

新　庄　銀　次荒　竹　一　真

マツノ  コウタ 宮崎 ナカノ  レイ

ナカヤマ  ケイタ 福岡

タカミ　キョウスケ 東京 イワブチ　ダイスケ 青森

アラタケ  カズマ 鹿児島 シンショウ  ギンジ 香川

奈良

タカハシ　レイト 千葉 ユラ  ケンシン

フライ級

ライトヘビー級

ミドル級

カワノ　サナ 静岡 ワダ　マドカ 福井

オニクラ　リュウダイ 茨城 ウメムラ　レン 岩手

アラモト  イッセイ 奈良 タナカ　レント 愛知

荒　本　一　成 田　中　廉　人

河　野　沙　捺 和　田　まどか

第７４回国民体育大会ボクシング競技会
場所：茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校体育館　会期：令和元年１０月３日～７日

ウェルター級
原　田　直　樹 松　永　麟太郎 石　灘　隆　哉スズキ　ヤスヒロ 北海道 ウラシマ  マサユキ 熊本

クロダ  ジョウジロウ 広島 リャン  チャンテ 大阪

【入賞者一覧】

ピン級

ミドル級

ウェルター級

ライトウェルター級

ライト級

バンタム級

フライ級

ライトフライ級

田　嶋　位　兆


