
都道府県 所属名 選手名 選手名 所属名 都道府県 R

1 1 女子Jr Ｐ 三重県 白山高等学校 堀　　琉榎 ○ WP 5-0 × 有馬　愛翔 高志館高等学校 佐賀県 五十嵐 瀬戸川 30-27 平 30-27 蛯原 30-27 米良 30-27 枡澤 30-27

2 2 女子Jr Ｐ 徳島県 吉野川高等学校 西條　琳風 ○ WP 5-0 × 髙木 　あい 開志学園高等学校 新潟県 曽根崎 田木 29-28 瀬川 29-28 咄下 29-28 山﨑 29-28 笹子 29-28

3 3 女子Jr Ｐ 沖縄県 開邦高等学校 新垣　彩菜 × RSC 3R 0:52 ○ 岡部　月香 前橋育英高等学校 群馬県 平 中川  蛯原  林田  五十嵐  瀬戸川  

4 4 女子Jr Ｐ 秋田県 金足農業高等学校 渋谷　花恋 × RSC 2R 1:22 ○ 小川　　麗 岐阜工業高等学校 岐阜県 咄下 笹子  米良  遠藤  黒岩  平  

5 5 女子Jr Ｐ 愛知県 蒲郡高等学校 上川　和心 × WP 0-5 ○ 益岡　未藍 花咲徳栄高等学校 埼玉県 枡澤 田木 28-29 瀬川 27-30 五十嵐 27-30 瀬戸川 27-30 林田 27-30

6 6 女子Jr Ｐ 栃木県 白鷗大学足利高等学校 早川　瑠愛 × WP 0-5 ○ 金田　夕貴 盛岡南高等学校 岩手県 遠藤 黒岩 28-29 咄下 27-30 米良 28-29 笹子 28-29 平 27-30

7 7 女子Jr ＬＦ 富山県 高岡第一高等学校 利根川十仁 ○ WP 5-0 × 金田　咲貴 盛岡南高等学校 岩手県 笹子 山﨑 30-27 蛯原 30-27 枡澤 30-27 瀬川 29-28 曽根崎 30-27

8 8 女子Jr ＬＦ 三重県 明野高等学校 小泉　真琴 ○ WP 3-2 × 加藤　七海 聖マリア女学院高等学校 岐阜県 田木 中川 29-28 咄下 29-28 遠藤 30-27 林田 28-29 黒岩 28-29

9 9 女子Jr ＬＦ 埼玉県 花咲徳栄高等学校 吉田　すず ○ RSC 2R 0:39 × 熊谷　美玲 西目高等学校 秋田県 米良 枡澤  五十嵐  瀬川  曽根崎  瀬戸川  

10 10 女子Jr ＬＦ 愛知県 享栄高等学校 永田　紫乃 × RSC 2R 0:40 ○ 村田　蒔音 山陽高等学校 広島県 山﨑 黒岩  田木  中川  笹子  蛯原  

11 11 女子Jr ＬＦ 北海道 恵庭南高等学校 山口　栞奈 × RSC 1R 1:05 ○ 田口　永真 駿台学園高等学校 東京都 瀬川 曽根崎  瀬戸川  五十嵐  林田  米良  

12 12 女子Jr ＬＦ 群馬県 伊勢崎工業高等学校 村上　紀花 × WP 0-5 ○ 崎濱　心樹 浪速高等学校 大阪府 中川 田木 27-30 枡澤 27-30 平 27-30 山﨑 27-30 蛯原 26-30

13 13 女子Jr ＬＦ 熊本県 菊池高等学校 迫　　美優 × WP 1-4 ○ 太田　彩睦 高志館高等学校 佐賀県 林田 咄下 29-28 黒岩 28-29 遠藤 28-29 米良 27-30 曽根崎 27-30

14 14 女子Jr ＬＦ 青森県 八戸工業大学第一高等学校 佐々木琥珀 ○ WP 5-0 × 橋壁　佳奈 作新学院高等学校 栃木県 瀬戸川 蛯原 29-27 中川 28-28 田木 28-28 枡澤 28-28 山﨑 28-28

15 15 女子Jr Ｆ 青森県 青森山田高等学校 清藤　祐花 × WP 0-5 ○ 大柿　瑠凛 福島北高等学校 福島県 黒岩 遠藤 27-30 林田 27-30 平 27-30 米良 26-30 曽根崎 26-30

16 16 女子Jr Ｆ 岐阜県 岐阜工業高等学校 太田　万結 × WP 0-5 ○ 及川　美来 駿台学園高等学校 東京都 蛯原 中川 26-30 瀬川 26-30 枡澤 27-30 五十嵐 26-30 瀬戸川 26-30

17 17 女子Jr Ｆ 三重県 明野高等学校 宮田　華帆 ○ RSC 2R 0:25 × 笹渕　　心 金足農業高等学校 秋田県 山﨑 咄下  平  田木  黒岩  米良  

18 18 女子Jr Ｆ 香川県 高松工芸高等学校 﨑川怜衣音 ○ RSC 2R 1:29 × 𠮷   田　 愛  璃 流山高等学校 千葉県 中川 笹子  瀬戸川  遠藤  枡澤  五十嵐  

19 19 社会男 Ｆ 北海道 札幌清拳ジム 児島　義輝 ○ WP 3-2 × 大谷　　葵 野宮フィットネスボクシング 福島県 五十嵐 米良 27-29 林田 28-28 遠藤 29-27 曽根崎 27-29 瀬戸川 28-28

20 20 社会男 Ｌ 三重県 四日市ボクシングジム 森　　大純 × WP 0-5 ○ 河本　　潤 自衛隊体育学校 埼玉県 蛯原 黒岩 27-30 平 27-30 瀬川 27-30 笹子 27-30 咄下 27-30

21 21 社会男 ＬＷ 北海道 北ガスアリーナ札幌UFC 及川　翔太 ○ WO  × 林　　成美 ベルスポーツジム 東京都 米良 瀬戸川  中川  五十嵐  田木  林田  

22 22 社会男 ＬＷ 愛知県 瀬戸市消防本部 松脇　　彰 ○ WP 4-1 × 樋口　丈留 一番工業 長崎県 曽根崎 笹子 29-27 遠藤 29-28 咄下 29-28 瀬川 28-29 蛯原 29-28

23 23 社会男 ＬＷ 三重県 KUWANA BOXING GYM 二井　政行 × RSC 1R 1:35 ○ 中村　雄也 石橋ボクシングジム 大阪府 林田 枡澤  山﨑  五十嵐  平  黒岩  

24 24 社会男 Ｍ 京都府 平松フィットネス・ボクシングジム 渕上　千弥 ○ RSC 3R 1:02 × 服部　颯輝 KUWANA BOXING GYM 三重県 中川 瀬川  田木  咄下  蛯原  曽根崎  

25 25 社会男 Ｍ 福島県 ウェルネス会津ボクシングセンター 遠藤　広大 ○ WP 5-0 × 巣守　　祐 三菱ケミカル(株) 広島県 瀬戸川 平 30-25 笹子 30-27 山﨑 30-26 枡澤 30-27 五十嵐 30-25
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