
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック

1 21 女子 G39 関東 綿打中学校 竹部　志保 × RSC 2R 1:18 ○ 亀森　茉莉 岩見沢ボクシングクラブ 北海道

2 22 女子 G39 九州 大和中学校 大坪　琴音 ○ RSC 1R 1:47 × 小川　礼央奈 中郷中学校 東北

3 23 女子 G42 東北 平第一中学校 菅野　七海 × RSC 3R 1:47 ○ 水戸瀬　優良 川西南中学校 関西

4 24 女子 G45 東北 六郷中学校 飯田　華音 ○ RSC 1R 1:03 × 代　彩吹 荏原第六中学校 関東

5 25 女子 G48 北信越 至民中学校 中道 仁葉 × RSC 2R 0:12 ○ 小山田　莉菜 安中第一中学校 関東

6 26 女子 G54 関西 南八下中学校 渡邉　ひまり ○ WP 5-0 × 小松　來夢 城西中学校 関東

7 27 男子 33 九州 前原東中学校 小島　蒼空 ○ WP 5-0 × 岩澤　侍永 ウトナイ中学校 北海道

8 28 男子 33 関西 宇治中学校 坂本　龍舞 × RSC 3R 1:21 ○ 羽倉　孝太郎 萱田中学校 関東

9 29 男子 36 四国 三津浜中学校 梶田　一楽 ○ RSC 2R 1:34 × 沖　海星 射北中学校 北信越

10 30 男子 36 関東 新島学園中学校 廣井　魁克 × RSC 1R 1:18 ○ 上窪　聖 広陵中学校 関西

11 31 男子 36 東海 高田中学校 日比　琉聖 × WP 1-4 ○ 盛田　來希 日章学園中学校 九州

12 32 男子 39 中国 大野中学校 中野　凛闘 ○ WP 5-0 × 中家　翔寿 大在中学校 九州

13 33 男子 39 関東 駿台学園中学校 吉田　郁斗 × RSC 3R 0:15 ○ 谷川　壽蓮 金目中学校 関東

14 34 男子 39 九州 三日月中学校 南里　奏凱 × RSC 2R 1:40 ○ 橘　甲輝 江井島中学校 関西

15 35 男子 39 関西 豊日中学校 須田　健心 ○ RSC 1R 0:55 × 小西　星羽 緑中学校 北信越

16 36 男子 42 関東 原山中学校 平原　昌 × WP 5-0 ○ 山田　心 日章学園中学校 九州

17 37 男子 42 東海 山手中学校 渡部　結冬 × WP 5-0 ○ 中嶋　愛士 古蔵中学校 九州

18 38 男子 42 四国 雄新中学校 松根　朱皇 ○ WP 3-2 × 西村　志希武 東陽中学校 北信越

19 39 男子 42 中国 出雲第三中学校 田中　千博 × RSC 2R 1:30 ○ 松田　知士 陽東中学校 関東

20 40 男子 45 東海 中島中学校 杉山　辰希 × RSC 2R 0:30 ○ 作野　辰嘉 後藤ヶ丘中学校 中国

21 41 男子 45 九州 鍋島中学校 杉谷　漣 × RSC 3R 1:04 ○ 原田　兼碁 潮見中学校 関西

22 42 男子 45 関東 森の里中学校 兵頭　慶 ○ RSC 1R 1:27 × 武内　風馬 向陽中学校 東北

23 43 男子 45 九州 日章学園中学校 所　純平 × WP 2-3 ○ 川井　丈輔 大宮中学校 関西

24 44 男子 48 関東 臼井中学校 片岡　叶夢 ○ WP 5-0 × 神田　翔大 石狩中学校 北海道

25 45 男子 48 中国 琴浦中学校 川淵　飛悠雅 × WP 1-4 ○ 佐々木　鞍馬 鯖江中学校 北信越

26 46 男子 48 関西 三原中学校 池田　直生 × WP 0-4 ○ 奈須　皇河 日章学園中学校 九州

27 47 男子 48 東北 金井中学校 宮崎　瑛士 × WP 0-5 ○ 三國　成 西新井第七中学校 関東

28 48 男子 51 関西 王塚台中学校 山﨑　琉偉河 ○ WP 5-0 × 小松　大和 日出中学校 九州

29 49 男子 51 九州 城北中学校 秋山　一真 × WP 1-4 ○ 成田　丈輝 太平中学校 北海道

30 50 男子 51 北信越 芳野中学校 利根川　世道 ○ WP 5-0 × 江尻　悠月 門野中学校 東海

31 51 男子 51 関西 久世中学校 遠藤　空我 ○ WP 5-0 × 小倉　祐希人 轟町中学校 関東

32 52 男子 54 関東 城南中学校 新井　伸尭 × RSC 1R 1:39 ○ 一戸　洸斗 弘前東中学校 東北

33 53 男子 54 九州 日章学園中学校 黒田　右恭 × WP 1-4 ○ 寺島　隆惺 五泉中学校 北信越

34 54 男子 54 関西 深草中学校 長谷川　彪風 × WP 0-5 ○ 桐越　藍 札苗中学校 北海道

35 55 男子 54 東海 西成中学校 犬塚　烈 ○ WP 5-0 × 橋本　仁 荻野中学校 関東

36 56 男子 57 東海 島中学校 吉村　綾真 × RSC 2R 1:33 ○ 藤原　壱哲 和田中学校 関西

37 57 男子 57 関西 桜台中学校 齊藤　璃音 × RSC 1R 1:04 ○ 齊藤　鳳人 三条第三中学校 北信越

38 58 男子 60 北海道 北都中学校 南　龍聖 ○ WP 5-0 × 高津　優 栄南中学校 北海道

39 59 男子 60 東海 岳陽中学校 滝井　勇 ○ RSC-I 2R 1:15 × 天井澤　祐志 早通中学校 北信越

40 60 男子 60 九州 前原東中学校 小森　千周 × RSC 2R 1:15 ○ 小松　蒼空 城西中学校 関東

41 61 男子 60 中国 湖北中学校 兵主　瑠聖 ○ RSC 2R 1:08 × 小野　粋季 豊日中学校 関西

42 62 男子 64 九州 大和中学校 太田　成恒 ○ RSC-I 3R 1:36 × 小関　亮宙 山形第一中学校 東北

43 63 男子 64 関東 町田第二中学校 江面　艶星 × WP 0-5 ○ 鈴木　楓 福田中学校 東海

44 64 男子 64 北信越 緑中学校 小川　大雅 × WP 0-5 ○ 中村　尚暉 阿久根市ボクシング協会 九州
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