
参加者名簿

№ 階級 階級 名前 ふりがな 所属
都道
府県

1 ①ゴ小低男U125 ①ゴ小低男U125 坂田 響 サカタ ヒビキ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

2 ①ゴ小低男U125 ①ゴ小低男U125 遠田 衣都 エンタ イト 最上ボクシング 山形県

3 ①ゴ小低男U125 ①ゴ小低男U125 楠原 拳 クスハラ　ケン A SIDE BOXING FITNESS CLUB 千葉県

4 ①ゴ小低男U125 ①ゴ小低男U125 杉田 勇気 スギタ ユウキ TEAM10COUNT 東京都

5 ①ゴ小低男U125 ①ゴ小低男U125 矢崎 建真 ヤサキ ケンシン アッパー木曽川ジム 愛知県

6 ①ゴ小低男U125 ①ゴ小低男U125 西岡 蓮翔 ニシオカ レント 矢野ボクシングジム 愛媛県

7 ①ゴ小低男U125 ①ゴ小低男U125 景山 瑞己 カゲヤマ ミズキ 吉永ボクシングジム 佐賀県

8 ②ゴ小低女U125 ②ゴ小低女U125 岡田 明花音 オカダ アカネ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

9 ②ゴ小低女U125 ②ゴ小低女U125 河村 栞花 カワムラ　カンナ Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県

10 ②ゴ小低女U125 ②ゴ小低女U125 遠藤 奈々実 エンドウ ナナミ 吉永ボクシングジム 佐賀県

11 ③ゴ小低男O125 ③ゴ小低男O125 吉田 悠真 ヨシダ ユウマ 黒石クラブ 青森県

12 ③ゴ小低男O125 ③ゴ小低男O125 横道 湊 ヨコミチ ミナト 相馬ボクシングクラブ 福島県

13 ③ゴ小低男O125 ③ゴ小低男O125 武田 昇也 タケダ ショウヤ アッパー木曽川ジム 愛知県

14 ③ゴ小低男O125 ③ゴ小低男O125 坂上 巧真 サカガミ タクマ タカイシボクシングスクール 大阪府

15 ③ゴ小低男O125 ③ゴ小低男O125 川手 佑真 カワテ ユウマ Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県

16 ③ゴ小低男O125 ③ゴ小低男O125 片上 玲亜 カタカミ レイア 矢野ボクシングジム 愛媛県

17 ③ゴ小低男O125 ③ゴ小低男O125 吉永 悠晴 ヨシナガ ユウセイ 吉永ボクシングジム 佐賀県

18 ④ゴ小低女O125 ④ゴ小低女O125 齋藤 彩笑 サイトウ　サエ ヒロジム 青森県

19 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 坂田 澪音 サカタ レオ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

20 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 小澤 拳龍 オザワ ケンリュウ 盛岡市協会 岩手県

21 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 五十嵐 愛夢 イガラシ メグム 最上ボクシング 山形県

22 ③ゴ小低男O125 ⑤ゴ小高男U140 清水 太陽 シミズ タイヨウ 伊勢崎クラブ 群馬県

23 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 岡田 豪太 オカダ ゴウタ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

24 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 廣崎 優斗 ヒロサ キユウト アッパー木曽川ジム 愛知県

25 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 姜 陽斗 カンハルト タカイシボクシングスクール 大阪府

26 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 田村 心路 タムラ ココロ Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県

27 ⑤ゴ小高男U140 ⑤ゴ小高男U140 夏井 颯大 ナツイ ソウタ 矢野ボクシングジム 愛媛県

28 ⑥ゴ小高女U140 ⑥ゴ小高女U140 船水 咲椰 フナミズ サヤ ヒロジム 青森県

29 ⑥ゴ小高女U140 ⑥ゴ小高女U140 寺下 真里恵 テラシタ マリエ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

30 ⑥ゴ小高女U140 ⑥ゴ小高女U140 緒方 彩理 オガタ アイリ 宮崎市ボクシングクラブ 宮崎県

31 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 郡 秀郷 コオリ ヒデサト K＆Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道

32 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 齋藤 寛大 サイトウ カンタ ヒロジム 青森県

33 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 羽柴 天晴 ハシバ テンセイ 相馬ボクシングクラブ 福島県

34 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 岡田 凛太 オカダ リンタ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

35 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 西村 玲音 ニシムラ レオン 住吉ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ 愛知県

36 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 米谷 珠紀 ヨネタニ タマキ 石橋ボクシングジム 大阪府

37 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 中川 雄仁 ナカガワ ユウジン Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県

38 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 村田 仁 ムラタ ジン 下関MSB 山口県

39 ⑦ゴ小高男O140 ⑦ゴ小高男O140 石丸 楓徒 イシマル フウト 矢野ボクシングジム 愛媛県

40 ⑧ゴ小高女O140 ⑧ゴ小高女O140 伊藤 彩課 イトウ サエカ 黒石クラブ 青森県

41 ⑧ゴ小高女O140 ⑧ゴ小高女O140 高橋 夏稀 タカハシ ナツキ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県
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42 ⑨ジ中学男U155 ⑨ジ中学男U155 山下 裕次郎 ヤマシタ ユウジロウ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

43 ⑪ジ中学男O155 ⑪ジ中学男O155 熊谷 涼 クマガイ リョウ 札幌清拳ジム 北海道

44 ⑪ジ中学男O155 ⑪ジ中学男O155 一戸 壮介 イチノヘ  ソウスケ ヒロジム 青森県

45 ⑪ジ中学男O155 ⑪ジ中学男O155 松舘 志 マツダテ ココロ 滝沢第二中学校 岩手県

46 ⑪ジ中学男O155 ⑪ジ中学男O155 村松 丈慈 ムラマツ ジョウジ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

47 ⑫ジ中学女O155 ⑫ジ中学女O155 黒田 あやめ クロダ アヤメ K’sボクシングジム 大阪府

48 ⑫ジ中学女O155 ⑫ジ中学女O155 佐々木 祐佳 ササキ ユウカ チカミクラブ 徳島県

49 ⑫ジ中学女O155 ⑫ジ中学女O155 山口 華叶 ヤマグチ カホ IB GYM 愛媛県

50 ⑬ユ高校男U165 ⑬ユ高校男U165 金澤 遥斗 カナザ ワハルト 水沢工業高校 岩手県

51 ⑬ユ高校男U165 ⑬ユ高校男U165 稲葉 遥斗 イナバ ハルト 大橋ボクシングジム 神奈川県

52 ⑬ユ高校男U165 ⑬ユ高校男U165 草水 曹賀 クサミズ ソウガ 高松工芸高校 香川県

53 ⑭ユ高校女U165 ⑭ユ高校女U165 上田 知佳 ウエダ トモカ 札幌清拳ジム 北海道

54 ⑭ユ高校女U165 ⑭ユ高校女U165 野村 果厘 ノムラ カリン 蒲郡高校 愛知県

55 ⑭ユ高校女U165 ⑭ユ高校女U165 谷藤 沙樹 タニフジ サキ 松山工業高校 愛媛県

56 ⑭ユ高校女U165 ⑭ユ高校女U165 仮屋 明依 カリヤ メイ 九州学院高等学校 熊本県

57 ⑮ユ高校男O165 ⑮ユ高校男O165 片岡 理音 カタオカ　リオン 水沢工業高校 岩手県

58 ⑮ユ高校男O165 ⑮ユ高校男O165 森田 天心 モリタ テンシン 高松工芸高校 香川県

59 ⑯ユ高校女O160 ⑯ユ高校女O160 内山 佳子 ウチヤマ カコ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

60 ⑯ユ高校女O160 ⑯ユ高校女O160 工藤 ららな クドウ ララナ 松山工業高校 愛媛県
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61 ⑰エビU45 初男U165 ⑰エビU45 初男U165 北野 政広 キタノ マサヒロ 札幌清拳ジム 北海道

62 ⑰エビU45 初男U165 ⑰エビU45 初男U165 秋元 耕一 アキモト コウイチ ヒロジム 青森県

63 ⑰エビU45 初男U165 ⑰エビU45 初男U165 上野 澄人 ウエノ スミト 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

64 ⑱エビU45 初女U160 ⑱エビU45 初女U160 苧玉 心生 オダ ココナ K＆Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道

65 ⑱エビU45 初女U160 ⑱エビU45 初女U160 三上 麗子 ミカミ レイコ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

66 ⑱エビU45 初女U160 ⑱エビU45 初女U160 工藤 智子 クドウ サトコ 北上市協会 岩手県

67 ⑱エビU45 初女U160 ⑱エビU45 初女U160 河野 まどか コウノ マドカ 大森ジム 東京都

68 ⑱エビU45 初女U160 ⑱エビU45 初女U160 島崎 愛子 シマザキ アイコ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

69 ⑱エビU45 初女U160 ⑱エビU45 初女U160 葛谷 小百合 クズタニ サユリ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵｷｭｰﾌﾞ 愛知県

70 ⑱エビU45 初女U160 ⑱エビU45 初女U160 山口 歩 ヤマグチ アユム K’sボクシングジム 大阪府

71 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 幸坂 竜平 コウサカ リュウヘイ 札幌清拳ジム 北海道

72 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 前田 和彦 マエダ カズヒコ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

73 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 小豆嶋 章 ショウズシマ アキラ 盛岡市協会 岩手県

74 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 豊島 滉大　 トヨシマ コウダイ 東北学院大学 宮城県

75 ㉓エアU45 経男O165 ⑲エビU45 初男O165 遠田 晃宏 エンタ アキヒロ 最上ボクシング 山形県

76 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 青木 大樹 アオキ ダイジュ 那須ボクシングジム 栃木県

77 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 高山 洋輔 タカヤマ ヨウスケ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

78 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 滝川 北斗 タキカワ ホクト 土橋ボクシングジム 千葉県

79 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 菊地 智久 キクチ トモヒサ ワセダクラブ 東京都

80 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 岩井 寛 イワイ　ヒロシ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

81 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 鈴木 敏弘 スズキ トシヒロ 稲沢ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 愛知県

82 ⑲エビU45 初男O165 ⑲エビU45 初男O165 迫 晏寿真 サコ　アズマ 石橋ボクシングジム 大阪府

83 ⑳エビU45 初女O160 ⑳エビU45 初女O160 柏尾 可奈子 カシオ カナコ 北見ボクシングクラブ 北海道

84 ⑳エビU45 初女O160 ⑳エビU45 初女O160 金澤 希美 カナザワ ノゾミ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

85 ⑳エビU45 初女O160 ⑳エビU45 初女O160 佐藤 友香 サトウ ユカ 伊勢崎クラブ 群馬県

86 ⑳エビU45 初女O160 ⑳エビU45 初女O160 田口 詠美 タグチ　エミ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

87 ㉑エアU45 経男U165 ㉑エアU45 経男U165 橋本 優作 ハシモト ユウサク 札幌清拳ジム 北海道

88 ㉑エアU45 経男U165 ㉑エアU45 経男U165 小川 一夫 オガワ　カズオ 黒石クラブ 青森県

89 ㉑エアU45 経男U165 ㉑エアU45 経男U165 花田 誠 ハナダ マコト 日本大学 埼玉県

90 ㉒エアU45 経女U160 ㉒エアU45 経女U160 星野 心杏 ホシノ ココア 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

91 ㉓エアU45 経男O165 ㉓エアU45 経男O165 工藤 秀幸 クドウ　ヒデユキ 黒石クラブ 青森県

92 ㉓エアU45 経男O165 ㉓エアU45 経男O165 斉藤 徹也 サイトウ テツヤ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑHEIWA 愛知県

93 ㉓エアU45 経男O165 ㉓エアU45 経男O165 内田 幸夫 ウチダ ユキオ 三菱自動車水島 岡山県

94 ㉓エアU45 経男O165 ㉓エアU45 経男O165 冨田 功 トミタ　ツトム ＢＯＸＳＰＯＲＴＳ 熊本県

95 ㉔エアU45 経女O160 ㉔エアU45 経女O160 清水 絵理 シミズ　エリ 花巻市協会 岩手県
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96 ㉕シビU60 初男U165 ㉕シビU60 初男U165 大河原 勲 オオカワラ イサオ 紋別ボクシング協会 北海道

97 ㉕シビU60 初男U165 ㉕シビU60 初男U165 小野 潤 オノ ジュン チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

98 ㉕シビU60 初男U165 ㉕シビU60 初男U165 細川 千敏 ホソカワ チトシ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

99 ㉕シビU60 初男U165 ㉕シビU60 初男U165 (欠)手繰 渉 テグリ　ワタル 習志野ボクシングクラブ 千葉県

100 ㉕シビU60 初男U165 ㉕シビU60 初男U165 白木 正弘 シラキ マサヒロ 大森ジム 東京都

101 ㉕シビU60 初男U165 ㉕シビU60 初男U165 細矢 勇人 ホソヤ　ハヤト 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

102 ㉕シビU60 初男U165 ㉕シビU60 初男U165 景山 雅文 カゲヤマ マサフミ 吉永ボクシングジム 佐賀県

103 ㉖シビU60 初女U160 ㉖シビU60 初女U160 川代 美穂 カワシロ ミホ 紋別ボクシング協会 北海道

104 ㉖シビU60 初女U160 ㉖シビU60 初女U160 笹木 薫 ササキ カオル チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

105 ㉖シビU60 初女U160 ㉖シビU60 初女U160 佐藤 龍子 サトウ リュウコ Somaアカデミー 宮城県

106 ㉖シビU60 初女U160 ㉖シビU60 初女U160 佐々木 美奈子 ササキ　ミナコ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

107 ㉖シビU60 初女U160 ㉖シビU60 初女U160 南部 ふみ ナンブ　フミ K’sボクシングジム 大阪府

108 ㉖シビU60 初女U160 ㉖シビU60 初女U160 仁木 美由紀 ニキ ミユキ シュガーナックルボクシングジム松江 島根県

109 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 田中 康行 タナカ ヤスユキ 札幌清拳ジム 北海道

110 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 奈良 正裕 ナラ マサヒロ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

111 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 小原 辰仁 オバラ　タツヒト 花巻市協会 岩手県

112 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 坂本 雅実 サカモト マサミ 最上ボクシング 山形県

113 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 村松 直樹 ムラマツ ナオキ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

114 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 早佐 博幸 ハヤサ ヒロユキ 荒川総合スポーツセンター 東京都

115 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 籔内 淳 ヤブウチ　アツシ 川崎新田ボクシングジム 神奈川県

116 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 前田 充 マエダ　ミツル 新潟ボクシングジム 新潟県

117 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 河村 浩伸 カワムラ　ヒロノブ 稲沢ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 愛知県

118 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 三宅 崇之 ミヤケ　タカユキ 石橋ボクシングジム 大阪府

119 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 北村 法之 キタムラ　ノリユキ やまぐちボクシングクラブ 山口県

120 ㉗シビU60 初男O165 ㉗シビU60 初男O165 池田 和隆 イケダ　カズタカ 宮崎市ボクシングクラブ 宮崎県

121 ㉘シビU60 初女O160 ㉘シビU60 初女O160 福士 暢子 フクシ　ノブコ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

122 ㉘シビU60 初女O160 ㉘シビU60 初女O160 小堀 育子 コボリ　イクコ 東村山スポーツボクシングジム 東京都

123 ㉘シビU60 初女O160 ㉘シビU60 初女O160 前澤 明子 マエザワ　アキコ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵｷｭｰﾌﾞ 愛知県

124 ㉘シビU60 初女O160 ㉘シビU60 初女O160 今井 美智子 イマイ　ミチコ 矢野ボクシングジム 愛媛県

125 ㉙シビU70 初男U165 ㉙シビU70 初男U165 澤田 秀治 サワダ　ヒデハル チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

126 ㉙シビU70 初男U165 ㉙シビU70 初男U165 平田 克也 ヒラタ　カツヤ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

127 ㉚シビU70 初女U160 ㉚シビU70 初女U160 大山 里美 オオヤマ　サトミ 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

128 ㉚シビU70 初女U160 ㉚シビU70 初女U160 倉村 智恵美 クラムラ　チエミ 東村山スポーツボクシングジム 東京都

129 ㉚シビU70 初女U160 ㉚シビU70 初女U160 阿部 和子 アベ　カズコ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

130 ㉛シビU70 初男O165 ㉛シビU70 初男O165 松田 秀敏 マツダ　ヒデトシ ラフターズ 北海道

131 ㉛シビU70 初男O165 ㉛シビU70 初男O165 三戸 孝 サンノヘ　タカシ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

132 ㉛シビU70 初男O165 ㉛シビU70 初男O165 森開 俊一 モリカイ　シュンイチ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

133 ㉛シビU70 初男O165 ㉛シビU70 初男O165 野村 嘉寛 ノムラ　ヨシヒロ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵｷｭｰﾌﾞ 愛知県
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134 ㉝シアU60 経男U165 ㉝シアU60 経男U165 村岡 省一郎 ムラオカ　ショウイチロウ ヒロジム 青森県

135 ㉝シアU60 経男U165 ㉝シアU60 経男U165 川上 郁夫 カワカミ　イクオ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

136 ㉞シアU60 経女U160 ㉞シアU60 経女U160 藤田 映子 フジタ　エイコ 札幌清拳ジム 北海道

137 ㉞シアU60 経女U160 ㉞シアU60 経女U160 佐藤 忍 サトウ　シノブ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

138 ㉟シアU60 経男O165 ㉟シアU60 経男O165 蔦谷 英晶 ツタヤ　ヒデアキ ヒロジム 青森県

139 ㉟シアU60 経男O165 ㉟シアU60 経男O165 比護 忍 ヒゴ　シノブ 岩手県連盟 岩手県

140 ㉟シアU60 経男O165 ㉟シアU60 経男O165 高橋 泰之 タカハシ　ヤスユキ OneTwoスポーツクラブ 東京都

141 ㉟シアU60 経男O165 ㉟シアU60 経男O165 柳迫 理平 ヤナセコ　リヘイ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

142 ㉟シアU60 経男O165 ㉟シアU60 経男O165 中西 誠 ナカニシ マコト 奈良県ボクシング連盟 奈良県

143 ㉟シアU60 経男O165 ㉟シアU60 経男O165 中尾 朋靖 ナカオ トモヤス 三菱自動車水島 岡山県

144 ㊱シアU60 経女O160 ㊱シアU60 経女O160 里見 直美 サトミ ナオミ 北見ボクシングクラブ 北海道

145 ㊲シアU70 経男U165 ㊲シアU70 経男U165 池亀 正雄 イケガメ　マサオ 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

146 ㊳シアU70 経女U160 ㊳シアU70 経女U160 河野 彰子 カワノ ショウコ 千歳ジム 北海道

147 ㊴シアU70 経男O165 ㊴シアU70 経男O165 古見 繁 フルミ シゲル 荒川総合スポーツセンター 東京都

148 ㊴シアU70 経男O165 ㊴シアU70 経男O165 池田 和彦 イケダ カズヒコ 長野県ボクシング連盟 長野県

149 ㊴シアU70 経男O165 ㊴シアU70 経男O165 中島 將登 ナカシマ マサト 佐賀 佐賀県

150 ㊴シアU70 経男O165 ㊴シアU70 経男O165 中村 匡一 ナカムラ　キョウイチ 城山小学校 熊本県

151 ㊶シエO71男U165 ㊶シエO71男U165 萩原 利文 ハギワラ トシフミ 宮崎市ボクシングクラブ 宮崎県

152 ㊸シエO71男O165 ㊸シエO71男O165 近田 孝夫 コンタ タカオ チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

153 吹田 琉聖 フキタ リュウセイ ヒロジム 青森県


