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1 65 女子 G39 北海道 岩見沢ボクシングクラブ 亀森　茉莉 ○ WP 5-0 × 大坪　琴音 大和中学校 九州

2 66 女子 G42 関西 紀ノ川中学校 西本　莉緒 × WP 1-4 ○ 水戸瀬　優良 川西南中学校 関西

3 67 女子 G42 北信越 鳴和中学校 岡田　愛麗 × WP 0-5 ○ 長谷部　桃子 灘崎中学校 中国

4 68 女子 G45 中国 河南中学校 金丸　由良 × WP 1-4 ○ 飯田　華音 六郷中学校 東北

5 69 女子 G45 関東 保土ケ谷中学校 小関　ひまわり × RSC 1R 1:49 ○ 成沢　ひかり 鍋島中学校 九州

6 70 女子 G48 関西 福泉中学校 三木　姫愛 ○ RSC 1R 2:05 × 小山田　莉菜 安中第一中学校 関東

7 71 女子 G48 東海 中部中学校 乙部　日真里 × RSC 1R 1:59 ○ 吉田　苺檎 石橋中学校 関東

8 72 女子 G51 関東 安中第一中学校 金井　紫南 認定  見方　真緒　　　(認定ﾊﾟｰﾄﾅｰ) 札幌清拳ジム 北海道

9 73 女子 G54 九州 日章学園中学校 四元　志桜里 ○ RSC 2R 0:56 × 渡邉　ひまり 南八下中学校 関西

10 74 女子 G57 北信越 南星中学校 堀田　みず希 ○ RSC 1R 1:01 × 吉田　愛海 蔵王第一中学校 東北

11 75 男子 33 九州 前原東中学校 小島　蒼空 ○ WP 4-1 × 羽倉　孝太郎 萱田中学校 関東

12 76 男子 36 関東 武相中学校 吉井　康介 ○ WP 5-0 × 梶田　一楽 三津浜中学校 四国

13 77 男子 36 関西 広陵中学校 上窪　聖 ○ WP 5-0 × 盛田　來希 日章学園中学校 九州

14 78 男子 39 中国 大野中学校 中野　凛闘 ○ WP 3-2 × 谷川　壽蓮 金目中学校 関東

15 79 男子 39 関西 江井島中学校 橘　甲輝 ○ WP 5-0 × 須田　健心 豊日中学校 関西

16 80 男子 42 九州 日章学園中学校 山田　心 ○ WP 5-0 × 中嶋　愛士 古蔵中学校 九州

17 81 男子 42 四国 雄新中学校 松根　朱皇 × WP 2-3 ○ 松田　知士 陽東中学校 関東

18 82 男子 45 中国 後藤ヶ丘中学校 作野　辰嘉 × WP 2-3 ○ 原田　兼碁 潮見中学校 関西

19 83 男子 45 関東 森の里中学校 兵頭　慶 × WP 0-5 ○ 川井　丈輔 大宮中学校 関西

20 84 男子 48 関東 臼井中学校 片岡　叶夢 ○ WP 5-0 × 佐々木　鞍馬 鯖江中学校 北信越

21 85 男子 48 九州 日章学園中学校 奈須　皇河 × WP 2-3 ○ 三國　成 西新井第七中学校 関東

22 86 男子 51 関西 王塚台中学校 山﨑　琉偉河 ○ WP 5-0 × 成田　丈輝 太平中学校 北海道

23 87 男子 51 北信越 芳野中学校 利根川　世道 × WP 0-5 ○ 遠藤　空我 久世中学校 関西

24 88 男子 54 東北 弘前東中学校 一戸　洸斗 ○ RSC 1R 1:55 × 寺島　隆惺 五泉中学校 北信越

25 89 男子 54 北海道 札苗中学校 桐越　藍 ○ WP 5-0 × 犬塚　烈 西成中学校 東海

26 90 男子 57 九州 霧丘中学校 桐畑　憲伸 × WP 5-0 ○ 藤原　壱哲 和田中学校 関西

27 91 男子 57 北信越 三条第三中学校 齊藤　鳳人 ○ WP 3-0 × 及川　來夢 栗駒中学校 東北

28 92 男子 60 北海道 北都中学校 南　龍聖 ○ WP 5-0 × 滝井　勇 岳陽中学校 東海

29 93 男子 60 関東 城西中学校 小松　蒼空 ○ RSC 3R 0:15 × 兵主　瑠聖 湖北中学校 中国

30 94 男子 64 関西 加賀屋中学校 松浦　誠生也 ○ RSC 3R 1:33 × 太田　成恒 大和中学校 九州

31 95 男子 64 東海 福田中学校 鈴木　楓 × WP 0-5 ○ 中村　尚暉 阿久根市ボクシング協会 九州


