
県 所属名 選手名 選手名 所属名 県 R

1 B ⑬ユ高校男U165 香川県 高松工芸高校 草水 曹賀   稲葉 遥斗 大橋ボクシングジム 神奈川県    

2 B ⑬ユ高校男U165 香川県 高松工芸高校 草水 曹賀   金澤 遥斗 水沢工業高校 岩手県    

3 B ⑬ユ高校男U165 神奈川県 大橋ボクシングジム 稲葉 遥斗   金澤 遥斗 水沢工業高校 岩手県    

4 B ⑭ユ高校女U165 愛知県 蒲郡高校 野村 果厘   仮屋 明依 九州学院高等学校 熊本県    

5 B ⑭ユ高校女U165 愛媛県 松山工業高校 谷藤 沙樹   上田 知佳 札幌清拳ジム 北海道    

6 B ⑭ユ高校女U165 愛媛県 松山工業高校 谷藤 沙樹   野村 果厘 蒲郡高校 愛知県    

7 B ⑭ユ高校女U165 熊本県 九州学院高等学校 仮屋 明依   上田 知佳 札幌清拳ジム 北海道    

8 B ⑭ユ高校女U165 愛知県 蒲郡高校 野村 果厘   上田 知佳 札幌清拳ジム 北海道    

9 B ⑭ユ高校女U165 熊本県 九州学院高等学校 仮屋 明依   谷藤 沙樹 松山工業高校 愛媛県    

10 B ⑰エビU45 初男U165 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 上野 澄人   秋元 耕一 ヒロジム 青森県    

11 B ⑰エビU45 初男U165 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 上野 澄人   北野 政広 札幌清拳ジム 北海道    

12 B ⑰エビU45 初男U165 青森県 ヒロジム 秋元 耕一   北野 政広 札幌清拳ジム 北海道    

13 B ⑱エビU45 初女U160 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 島崎 愛子   河野 まどか 大森ジム 東京都    

14 B ⑱エビU45 初女U160 岩手県 北上市協会 工藤 智子   三上 麗子 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県    

15 B ⑱エビU45 初女U160 愛知県 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵｷｭｰﾌﾞ 葛谷 小百合   山口 歩 K’sボクシングジム 大阪府    

16 B ⑲エビU45 初男O165 東京都 ワセダクラブ 菊地 智久   青木 大樹 那須ボクシングジム 栃木県    

17 B ⑲エビU45 初男O165 宮城県 東北学院大学 豊島 滉大　   小豆嶋 章 盛岡市協会 岩手県    

18 B ⑲エビU45 初男O165 北海道 札幌清拳ジム 幸坂 竜平   迫 晏寿真 石橋ボクシングジム 大阪府    

19 B ㉓エアU45 経男O165 山形県 最上ボクシング 遠田 晃宏   前田 和彦 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県    

20 B ⑲エビU45 初男O165 埼玉県 矢代ボクシングフィットネスクラブ 高山 洋輔   鈴木 敏弘 稲沢ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 愛知県    

21 B #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A #N/A    

22 B ⑲エビU45 初男O165 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 岩井 寛   滝川 北斗 土橋ボクシングジム 千葉県    

23 B #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A #N/A    

24 B ⑳エビU45 初女O160 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 金澤 希美   田口 詠美 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県    
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25 B ⑳エビU45 初女O160 北海道 北見ボクシングクラブ 柏尾 可奈子   佐藤 友香 伊勢崎クラブ 群馬県    

26 B ⑳エビU45 初女O160 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 金澤 希美   柏尾 可奈子 北見ボクシングクラブ 北海道    

27 B ⑳エビU45 初女O160 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 田口 詠美   佐藤 友香 伊勢崎クラブ 群馬県    

28 B ⑳エビU45 初女O160 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 金澤 希美   佐藤 友香 伊勢崎クラブ 群馬県    

29 B ⑳エビU45 初女O160 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 田口 詠美   柏尾 可奈子 北見ボクシングクラブ 北海道    

30 B ㉑エアU45 経男U165 埼玉県 日本大学 花田 誠   橋本 優作 札幌清拳ジム 北海道    

31 B ㉑エアU45 経男U165 埼玉県 日本大学 花田 誠   小川 一夫 黒石クラブ 青森県    

32 B ㉑エアU45 経男U165 北海道 札幌清拳ジム 橋本 優作   小川 一夫 黒石クラブ 青森県    

33 B ㉓エアU45 経男O165 青森県 黒石クラブ 工藤 秀幸   内田 幸夫 三菱自動車水島 岡山県    

34 B ㉓エアU45 経男O165 熊本県 ＢＯＸＳＰＯＲＴＳ 冨田 功   斉藤 徹也 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑHEIWA 愛知県    

35 B ㉓エアU45 経男O165 熊本県 ＢＯＸＳＰＯＲＴＳ 冨田 功   工藤 秀幸 黒石クラブ 青森県    

36 B ㉓エアU45 経男O165 岡山県 三菱自動車水島 内田 幸夫   斉藤 徹也 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑHEIWA 愛知県    

37 B ㉓エアU45 経男O165 青森県 黒石クラブ 工藤 秀幸   斉藤 徹也 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑHEIWA 愛知県    

38 B ㉓エアU45 経男O165 岡山県 三菱自動車水島 内田 幸夫   冨田 功 ＢＯＸＳＰＯＲＴＳ 熊本県    


