
県 所属名 選手名 選手名 所属名 県 R

1 1 男子 フライ級 関西 関西大学 上村帝尊 × WP 0-5 ○ 小山内諒 東洋大学 東北 田崎 平山 27-30 柏木 27-30 篠崎 27-30 笹子 27-30 アルティム 25-30

2 2 男子 フライ級 北信越 杉澤ボクシングジム 瓜生大樹 × WO 　 ○ 鈴木丈太朗 駒澤大学 四国      

3 3 男子 フライ級 九州 駒澤大学 西大雅 × WP 2-3 ○ 溝口勢十朗 法政大学 東海 曽根崎 冨田 28-29 藤本 29-28 村田 28-29 遠藤 28-29 ガンバートル 30-27

4 4 男子 バンタム級 北信越 拓殖大学 立木勇聖 × WO 　 ○ 中山颯太 駒澤大学 九州 中川 山﨑  西垣  平  田中  スンドラモオルティ  

5 5 男子 フェザー級 東北 東洋大学 木村俊平 ○ WP 3-2 × 山口優真 同志社大学 北信越 佐藤 蛯原 30-27 枡澤 30-27 鈴木 29-28 エベラルド 28-29 ハリディ 27-30

6 6 男子 フェザー級 関東 駒澤大学 藤田時輝 ○ RSC 2R 2:34 × 辻愛斗 大阪商業大学 北海道 山﨑 西垣 10-9 平 10-9 田中 10-9 スンドラモオルティ 10-9 中川 10-9

7 7 男子 フェザー級 関西 駒澤大学 原田雪舟 ○ WP 5-0 × 間宮瑠音 日本大学 東海 アラム 田崎 30-26 平山 30-26 柏木 30-27 篠崎 30-27 笹子 30-27

8 8 男子 フェザー級 中国 駒澤大学 川副悠河 ○ WO 　 × 森貞宏太 中央大学 四国      

9 9 男子 ライト級 関東 日本大学 田村隆希 ○ WP 5-0 × 田端竜大 駒澤大学 関西 冨田 藤本 30-26 村田 29-28 遠藤 29-27 ガンバートル 29-28 曽根崎 30-26

10 10 男子 ライト級 中国 東洋大学 梶原嵐 ○ WP 5-0 × 河本潤 自衛隊体育学校 四国 平山 柏木 29-28 篠崎 30-25 笹子 30-27 アルティム 30-27 アラム 30-25

11 11 男子 ライト級 九州 法政大学 松久優作 ○ WP 4-1 × 歌代風依 法政大学 北信越 蛯原 枡澤 29-28 鈴木 28-29 エベラルド 30-27 ハリディ 29-28 佐藤 29-28

12 12 男子 ライトウェルター級 北信越 拓殖大学 金巻昴樹 ○ WP 5-0 × 本間虹人 大阪商業大学 北海道 西垣 平 29-28 田中 30-27 スンドラモオルティ 30-27 中川 30-27 山﨑 30-27

13 13 男子 ライトウェルター級 九州 中央大学 祝聖哉 ○ WP 5-0 × 藤田大夢 拓殖大学 東北 枡澤 鈴木 30-27 エベラルド 29-28 ハリディ 30-26 佐藤 30-27 蛯原 29-28

14 14 男子 ウェルター級 東海 駒澤大学 齋藤英豪 ○ WP 5-0 × 永倉諒 青森中央学院大学 東北 藤本 村田 30-27 遠藤 30-26 ガンバートル 30-27 曽根崎 30-26 冨田 30-26

15 15 男子 ウェルター級 関東 中央大学 松永敦朗 × WP 2-3 ○ 四宮幸太 同志社大学 関西 柏木 篠崎 29-28 笹子 28-29 アルティム 29-28 アラム 26-29 田崎 28-29

16 16 男子 ウェルター級 北信越 東京農業大学 八木大河 ○ RSC 3R 1:46 × 斉藤圭祐 Ｇ！ＭＡボクシングジム 北海道 平 田中 20-18 スンドラモオルティ 20-18 中川 20-18 山﨑 20-18 西垣 20-18

17 17 男子 ミドル級 関東 東洋大学 須永大護 ○ WO 　 × 羽賀勇二 東京農業大学 北信越      
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