
準決勝結果

都道府県 所属名 選手名 選手名 所属名 都道府県 R

1 72 49kg 中国 駒澤大学 長谷部　大地 × WP 2-3 ○ 小川　翼 東京農業大学 東海 橋口 大政 29-28 藤本 28-29 藤咲 28-29 宮村 27-30 田﨑 29-28

2 73 49kg 日連推薦 東洋大学 川谷　剛史 ○ WP 4-1 × 松本　流星 日本大学 関西 大政 山﨑 ㉘-28 枡澤 27-29 五十嵐丈 ㉘-28 藤本 ㉘-28 東 ㉘-28

3 74 52kg 日連推薦 福井県スポーツ協会 柏﨑　刀翔 × WP 0-5 ○ 坪井　智也 自衛隊体育学校 東海 柏木 五十嵐丈 27-30 宮村 28-29 瀬戸川 28-29 橋口 28-29 枡澤 27-30

4 75 52kg 日連推薦 和歌山県教育庁 林田　翔太 × WP 0-5 ○ 田中　亮明 中京学院大学附属中京高校（教） 日連推薦 池端 相馬 27-30 瀬戸川 27-30 西垣 27-30 五十嵐理 28-29 東 27-30

5 76 57kg 日連推薦 自衛隊体育学校 村田　昴 × WP 0-5 ○ 堤　駿斗 東洋大学 日連推薦 東 藤咲 27-30 相馬 27-30 五十嵐理 27-30 五十嵐丈 27-30 枡澤 27-30

6 77 57kg 日連推薦 自衛隊体育学校 藤田　健児 ○ WP 5-0 × 森坂　嵐 東京農業大学 日連推薦 田﨑 藤咲 29-28 山﨑 30-27 五十嵐理 30-27 花房 29-28 林田 30-27

7 78 60kg 日連推薦 大阪商業大学 中谷　七都 × WP 0-5 ○ 山原　武人 大阪商業大学 関西 西垣 山﨑 28-29 池端 27-30 瀬戸川 27-30 藤咲 27-30 藤本 28-29

8 79 60kg 東海 駒澤大学 西山　潮音 ○ WP 5-0 × 増田　将 同志社大学 日連推薦 山﨑 花房 30-27 相馬 30-27 五十嵐理 30-26 東 29-28 林田 30-27

9 80 63kg 日連推薦 自衛隊体育学校 成松　大介 ○ WP 5-0 × 完山　隼輔 駒澤大学 日連推薦 枡澤 相馬 30-27 柏木 30-27 藤咲 29-28 宮村 30-27 池端 30-27

10 81 63kg 東海 中央大学 冨田　真広 × WP 1-4 ○ 今永　虎雅 東洋大学 関西 五十嵐丈 東 30-27 瀬戸川 28-29 田﨑 27-30 林田 28-29 大政 27-30

11 82 69kg 日連推薦 鹿児島県体育協会 岡澤　セオン ○ WP 5-0 × 秋山　佑汰 自衛隊体育学校 日連推薦 花房 五十嵐理 30-27 藤咲 30-27 山﨑 30-27 東 30-27 池端 30-27

12 83 69kg 北海道 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 鈴木　康弘 ○ WP 4-1 × 金城　大明 自衛隊体育学校 日連推薦 林田 五十嵐丈 30-27 柏木 30-27 宮村 29-28 相馬 29-28 西垣 28-29

13 84 75kg 日連推薦 自衛隊体育学校 森脇　唯人 ○ WP 5-0 × 宇佐美　正　パトリック 東京農業大学 関西 藤咲 枡澤 30-27 五十嵐理 30-27 林田 29-28 池端 30-27 藤本 30-27

14 85 75kg 東海 東洋大学 田中　廉人 × WP 1-4 ○ 細野　恭兵 近畿大学 日連推薦 藤本 柏木 29-28 山﨑 27-30 花房 28-29 五十嵐丈 28-29 相馬 27-30

15 86 81kg 日連推薦 日本大学 栗田　琢郎 × WP 1-4 ○ 鬼倉　龍大 茨城県ボクシング連盟 関東 五十嵐理 大政 29-28 宮村 28-29 枡澤 27-30 山﨑 28-29 瀬戸川 27-30

16 87 81kg 日連推薦 拓殖大学 梅村　錬 ○ WP 5-0 × 新田　隆人 中央大学 鹿児島県 相馬 瀬戸川 30-27 池端 30-27 五十嵐丈 29-28 藤咲 30-27 林田 30-27
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