
試合
番号

ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック R

1 11 男子 LF 日連推薦 東京農業大学 小川　翼 ○ WP 4-1 × 平野　拓真 同志社大学 関西 米良 西垣 29-28 林田 30-27 瀬川 29-28 平山 28-29 花房 29-28 1

2 12 男子 LF 東北 東京農業大学 岩渕　大輔 × WP 2-3 ○ 岩佐　亮吾 同志社大学 北信越 咄下 柏木 29-28 蛯原 30-27 山﨑 28-29 笹子 28-29 平 28-29 2

3 13 男子 LF 北海道 拓殖大学 大和　龍司 × WP 0-5 ○ 武市　大樹 拓殖大学 四国 五十嵐 冨田 28-29 西垣 28-29 中川 27-30 平山 28-29 林田 28-29 3

4 14 男子 LF 日連推薦 三重県スポーツ協会 松本　流星 ○ WP 4-1 × 尾崎　優日 法政大学 関東 蛯原 咄下 29-28 米良 28-29 平 29-28 柏木 29-28 林田 29-28 4

5 15 男子 F 東海 法政大学 溝口　勢十朗 × WP 0-5 ○ 鈴木　丈太朗 駒澤大学 四国 枡澤 西垣 27-30 中川 27-30 山﨑 27-30 花房 27-30 平山 28-29 5

6 16 男子 F 北信越 日本大学 滝澤　栄吉 × WP 0-5 ○ 牧野　草子 自衛隊体育学校 関東 平 米良 27-30 瀬川 27-30 笹子 27-30 咄下 27-30 五十嵐 27-30 6

7 17 男子 F 中国 大野石油店 田村　拓実 × WP 0-5 ○ 小田切　駿平 芦屋大学 関西 冨田 瀬川 27-29 花房 26-30 蛯原 26-30 西垣 27-29 山﨑 27-29 7

8 18 男子 F 北海道 札幌学院大学 坂井　勇斗 × RSC 3R 2:27 ○ 河本　航太生 法政大学 九州 平山 林田  平  笹子  五十嵐  柏木  8

9 19 男子 B 東海 東洋大学 金城　隼平 × WP 0-5 ○ 原田　周大 専修大学 九州 瀬川 中川 27-29 西垣 26-30 蛯原 26-30 山﨑 26-30 枡澤 27-29 9

10 20 男子 B 関西 拓殖大学 横山　葵海 ○ WP 3-2 × 梶原　嵐 東洋大学 中国 冨田 林田 29-28 咄下 29-28 花房 28-29 平山 30-27 五十嵐 27-30 10

11 21 男子 B 北海道 東海大学 枡澤　直矢 × RSC 2R 0:12 ○ 矢野　利哉 駒澤大学 四国 山﨑 平  米良  柏木  中川  西垣  11

12 22 男子 B 関東 駒澤大学 藤田　時輝 ○ WP 5-0 × 立木　勇聖 拓殖大学 北信越 林田 冨田 29-28 五十嵐 29-28 枡澤 29-28 咄下 29-28 蛯原 29-28 12

13 23 男子 L 東北 舟形町役場 内構　良斗 ○ WP 4-1 × 柴田　錬 大阪商業大学 中国 笹子 中川 29-28 柏木 28-29 平山 29-28 瀬川 29-28 米良 29-28 13

14 24 男子 L 関東 専修大学 鈴木　蓮 × WP 0-4 ○ 大畑　俊平 東洋大学 東海 花房 山﨑 27-29 冨田 28-28 枡澤 26-30 五十嵐 27-29 瀬川 26-30 14

15 25 男子 LW 東北 明治大学 渡辺　健心 × WP 0-5 ○ 染谷　將敬 法政大学 関東 林田 蛯原 27-30 笹子 27-30 柏木 27-30 米良 27-30 平 27-30 15

16 26 男子 LW 東海 中央大学 牧野　蓮 ○ WP 5-0 × 守屋　龍之介 大阪商業大学 四国 中川 山﨑 30-26 瀬川 30-27 米良 30-27 咄下 30-27 冨田 30-26 16

17 27 男子 LW 日連推薦 大竹ボクシングクラブ 田村　勇人 × WP 0-5 ○ 黒田　丈二朗 東洋大学 中国 花房 五十嵐 27-30 笹子 28-29 蛯原 28-29 西垣 28-29 枡澤 27-30 17

18 28 男子 W 関東 東洋大学 田中　空 ○ KO 2R 1:11 × 原田　直樹 自衛隊体育学校 中国 柏木 山﨑  平山  中川  咄下  冨田  18

19 29 男子 W 関西 東京農業大学 梁　章太 ○ WP 4-1 × 武智　琉馬 慶応義塾大学 四国 平 米良 29-28 枡澤 28-29 林田 29-28 花房 29-28 西垣 29-28 19

20 30 男子 M 四国 日本大学 古市　隼 × RSC 1R 2:29 ○ 須永　大護 東洋大学 関東 蛯原 瀬川  五十嵐  冨田  柏木  笹子  20
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