
県 所属名 選手名 選手名 所属名 県 R

1 A ①ゴ小低男U125 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 坂田 響   西岡 蓮翔 矢野ボクシングジム 愛媛県    

2 A ①ゴ小低男U125 愛知県 アッパー木曽川ジム 矢崎 建真   楠原 拳 A SIDE BOXING FITNESS CLUB 千葉県    

3 A ①ゴ小低男U125 東京都 TEAM10COUNT 杉田 勇気   遠田 衣都 最上ボクシング 山形県    

4 A ②ゴ小低女U125 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 岡田 明花音   遠藤 奈々実 吉永ボクシングジム 佐賀県    

5 A ②ゴ小低女U125 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 岡田 明花音   河村 栞花 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県    

6 A ②ゴ小低女U125 佐賀県 吉永ボクシングジム 遠藤 奈々実   河村 栞花 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県    

7 A ③ゴ小低男O125 佐賀県 吉永ボクシングジム 吉永 悠晴   川手 佑真 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県    

8 A ③ゴ小低男O125 福島県 相馬ボクシングクラブ 横道 湊   坂上 巧真 タカイシボクシングスクール 大阪府    

9 A ③ゴ小低男O125 愛媛県 矢野ボクシングジム 片上 玲亜   吉田 悠真 黒石クラブ 青森県    

10 A ⑤ゴ小高男U140 愛知県 アッパー木曽川ジム 廣崎 優斗   小澤 拳龍 盛岡市協会 岩手県    

11 A ⑤ゴ小高男U140 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 坂田 澪音   岡田 豪太 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県    

12 A ③ゴ小低男O125 群馬県 伊勢崎クラブ 清水 太陽   田村 心路 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県    

13 A ⑤ゴ小高男U140 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 坂田 澪音   清水 太陽 伊勢崎クラブ 群馬県    

14 A ⑤ゴ小高男U140 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 岡田 豪太   田村 心路 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県    

15 A ⑤ゴ小高男U140 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 坂田 澪音   田村 心路 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県    

16 A ⑤ゴ小高男U140 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 岡田 豪太   清水 太陽 伊勢崎クラブ 群馬県    

17 A ⑤ゴ小高男U140 愛媛県 矢野ボクシングジム 夏井 颯大   姜 陽斗 タカイシボクシングスクール 大阪府    

18 A ⑤ゴ小高男U140 山形県 最上ボクシング 五十嵐 愛夢   #N/A #N/A #N/A    

19 A ⑥ゴ小高女U140 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 寺下 真里恵   緒方 彩理 宮崎市ボクシングクラブ 宮崎県    

20 A ⑥ゴ小高女U140 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 寺下 真里恵   船水 咲椰 ヒロジム 青森県    

21 A ⑥ゴ小高女U140 宮崎県 宮崎市ボクシングクラブ 緒方 彩理   船水 咲椰 ヒロジム 青森県    

22 A ⑦ゴ小高男O140 大阪府 石橋ボクシングジム 米谷 珠紀   石丸 楓徒 矢野ボクシングジム 愛媛県    

23 A ⑦ゴ小高男O140 広島県 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 中川 雄仁   岡田 凛太 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県    

24 A ⑦ゴ小高男O140 愛知県 住吉ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ 西村 玲音   齋藤 寛大 ヒロジム 青森県    

25 A ⑦ゴ小高男O140 愛知県 住吉ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ 西村 玲音   中川 雄仁 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県    
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26 A ⑦ゴ小高男O140 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 岡田 凛太   齋藤 寛大 ヒロジム 青森県    

27 A ⑦ゴ小高男O140 広島県 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 中川 雄仁   齋藤 寛大 ヒロジム 青森県    

28 A ⑦ゴ小高男O140 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 岡田 凛太   西村 玲音 住吉ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ 愛知県    

29 A ⑦ゴ小高男O140 福島県 相馬ボクシングクラブ 羽柴 天晴   村田 仁 下関MSB 山口県    

30 A ⑦ゴ小高男O140 北海道 K＆Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 郡 秀郷   #N/A #N/A #N/A    

31 A ⑪ジ中学男O155 岩手県 滝沢第二中学校 松舘 志   一戸 壮介 ヒロジム 青森県    

32 A ⑪ジ中学男O155 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 村松 丈慈   熊谷 涼 札幌清拳ジム 北海道    

33 A ⑪ジ中学男O155 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 村松 丈慈   松舘 志 滝沢第二中学校 岩手県    

34 A ⑪ジ中学男O155 青森県 ヒロジム 一戸 壮介   熊谷 涼 札幌清拳ジム 北海道    

35 A ⑪ジ中学男O155 岩手県 滝沢第二中学校 松舘 志   熊谷 涼 札幌清拳ジム 北海道    

36 A ⑪ジ中学男O155 青森県 ヒロジム 一戸 壮介   村松 丈慈 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県    

37 A ⑫ジ中学女O155 愛媛県 IB GYM 山口 華叶   黒田 あやめ K’sボクシングジム 大阪府    

38 A ⑫ジ中学女O155 愛媛県 IB GYM 山口 華叶   佐々木 祐佳 チカミクラブ 徳島県    

39 A ⑫ジ中学女O155 大阪府 K’sボクシングジム 黒田 あやめ   佐々木 祐佳 チカミクラブ 徳島県    


