
県 所属名 選手名 選手名 所属名 県 R

1 18 女子 ミニマム級 群馬県 拓殖大学 石川紗璃名 ○ WP 5-0 × 森嶋春輝 早稲田大学 兵庫県 中川 エベラルド 30-26 西垣 30-25 平 30-25 田中 29-27 スンドラモオルティ 30-26

2 19 女子 ミニマム級 宮崎県 拓殖大学 奈須海咲 × WP 0-5 ○ 貞松優華 日本体育大学 佐賀県 篠崎 笹子 27-30 アルティム 27-30 アラム 27-30 柏木 28-29 平山 27-30

3 20 女子 ライトフライ級 青森県 日本体育大学 工藤紅葉 ○ WP 5-0 × 平井万絢 日本体育大学 群馬県 鈴木 山﨑 30-27 ハリディ 30-27 佐藤 30-27 蛯原 30-27 枡澤 30-26

4 21 男子 フライ級 日連推薦 自衛隊体育学校 牧野草子 ○ WP 5-0 × 小山内諒 東洋大学 東北 村田 遠藤 30-27 ガンバートル 29-28 曽根崎 30-27 冨田 30-27 藤本 30-27

5 22 男子 フライ級 中国 大野石油店 田村拓実 ○ WP 4-1 × 青山思惟 大阪商業大学 日連推薦 スンドラモオルティ 中川 29-28 山﨑 29-28 西垣 30-27 平 28-29 田中 29-28

6 23 男子 フライ級 日連推薦 東京農業大学 吉良大弥 ○ WP 5-0 × 鈴木丈太朗 駒澤大学 四国 遠藤 ガンバートル 30-25 曽根崎 29-27 冨田 30-25 藤本 30-26 村田 30-24

7 24 男子 フライ級 東海 法政大学 溝口勢十朗 × WP 0-5 ○ 平塚駿之介 駒澤大学 関東 エベラルド ハリディ 28-29 佐藤 27-30 蛯原 27-30 枡澤 27-30 鈴木 27-30

8 25 男子 バンタム級 四国 駒澤大学 矢野利哉 ○ WP 3-2 × 中山颯太 駒澤大学 九州 笹子 アルティム 28-29 アラム 27-30 田崎 29-28 平山 29-28 柏木 29-28

9 26 男子 バンタム級 関東 拓殖大学 篠田覇時 × WP 1-4 ○ 岡聖 駒澤大学 中国 田中 スンドラモオルティ 30-27 中川 28-29 山﨑 28-29 西垣 28-29 平 27-30

10 27 男子 バンタム級 日連推薦 拓殖大学 横山葵海 ○ RSC 2R 0:55 × 佐藤楓汰 中央大学 東北 ハリディ 佐藤  蛯原  枡澤  鈴木  エベラルド  

11 28 男子 バンタム級 東海 中央大学 柴田玲央 × WP 0-5 ○ 政所椋 東洋大学 関西 ガンバートル 曽根崎 20-20 冨田 20-20 藤本 20-20 村田 25-30 遠藤 26-30

12 29 男子 フェザー級 日連推薦 専修大学 原田周大 ○ WP 5-0 × 木村俊平 東洋大学 東北 アルティム アラム 30-27 田崎 30-27 平山 30-27 柏木 30-27 篠崎 30-27

13 30 男子 フェザー級 関東 駒澤大学 藤田時輝 ○ WP 5-0 × 中山慧大 東洋大学 九州 山﨑 西垣 30-27 平 30-27 田中 30-27 スンドラモオルティ 30-27 中川 30-27

14 31 男子 フェザー級 日連推薦 東洋大学 金城隼平 × WP 0-5 ○ 原田雪舟 駒澤大学 関西 曽根崎 冨田 26-29 藤本 26-29 村田 26-29 遠藤 26-29 ガンバートル 26-29

15 32 男子 フェザー級 中国 駒澤大学 川副悠河 × WP 0-5 ○ 韓亮昊 拳青会・生野西会館 日連推薦 鈴木 エベラルド 27-30 ハリディ 26-30 佐藤 27-30 蛯原 28-29 枡澤 27-30

16 33 男子 ライト級 東海 東京農業大学 大橋蓮 ○ WP 5-0 × 田村隆希 日本大学 関東 アラム 田崎 30-26 平山 30-27 柏木 30-27 篠崎 30-27 笹子 30-26

17 34 男子 ライト級 東北 最上ボクシングクラブ 内構良斗 × WP 0-5 ○ 高優一郎 拓殖大学 日連推薦 西垣 平 28-29 田中 28-29 スンドラモオルティ 28-29 中川 26-30 山﨑 27-29

18 35 男子 ライト級 日連推薦 大阪商業大学 柴田錬 ○ WP 3-2 × 梶原嵐 東洋大学 中国 冨田 藤本 29-28 村田 28-29 遠藤 29-28 ガンバートル 29-27 曽根崎 28-29

19 36 男子 ライト級 九州 法政大学 松久優作 × WP 0-5 ○ 佐藤貴則 西武台千葉高等学校 日連推薦 蛯原 枡澤 27-29 鈴木 26-30 エベラルド 26-30 ハリディ 26-30 佐藤 26-30

20 37 男子 ライトウェルター級 関東 自衛隊体育学校 秋山佑汰 ○ WP 5-0 × 金巻昂樹 拓殖大学 北信越 田崎 平山 30-26 柏木 30-26 篠崎 30-25 笹子 30-25 アルティム 30-25

21 38 男子 ライトウェルター級 中国 東洋大学 黒田丈二朗 × WP 2-3 ○ 森島広輝 同志社大学 日連推薦 平 田中 29-28 スンドラモオルティ 28-29 中川 28-29 山﨑 27-30 西垣 29-28

22 39 男子 ライトウェルター級 関西 駒澤大学 原田海舟 ○ WP 5-0 × 田下翔太 大東文化大学 東海 藤本 村田 30-26 遠藤 30-26 ガンバートル 30-26 曽根崎 29-27 冨田 30-26

23 40 男子 ライトウェルター級 九州 中央大学 祝聖哉 × WP 0-4 ○ 冨田真広 自衛隊体育学校 日連推薦 枡澤 鈴木 26-30 エベラルド 26-30 ハリディ 28-28 佐藤 27-29 蛯原 27-29

24 41 男子 ウェルター級 日連推薦 東洋大学 田中空 ○ WP 5-0 × 齋藤英豪 駒澤大学 東海 平山 柏木 30-24 篠崎 30-24 笹子 30-25 アルティム 30-26 アラム 30-26

25 42 男子 ウェルター級 四国 大阪商業大学 守屋龍之介 × KO 3R 2:04 ○ 脇田夢叶 日本体育大学 九州 村田 遠藤  ガンバートル  曽根崎  冨田  藤本  

26 43 男子 ウェルター級 中国 T＆T 黒田虎之介 ○ WP 3-2 × 四宮幸太 同志社大学 関西 柏木 篠崎 30-27 笹子 29-28 アルティム 28-29 アラム 28-29 田崎 29-28

27 44 男子 ウェルター級 北信越 東京農業大学 八木大河 ○ WP 5-0 × 平仲信裕 (有)イスト 日連推薦 田中 スンドラモオルティ 30-27 中川 30-26 山﨑 29-27 西垣 29-28 平 29-28

28 45 男子 ミドル級 日連推薦 拓殖大学 鳥谷部魁 × KO 1R 2:46 ○ 須永大護 東洋大学 関東 佐藤 蛯原  枡澤  鈴木  エベラルド  ハリディ  

29 46 男子 ミドル級 東北 日本大学 齋藤亜祟翔 × ABD 2R 1:58 ○ 瀬井りゅう一 東洋大学 九州 篠崎 笹子  アルティム  アラム  田崎  平山  

30 47 男子 ミドル級 北海道 東洋大学 黒部竜聖 ○ WO 　 × 丸石一誠 大阪商業大学 四国 遠藤 ガンバートル  曽根崎  冨田  藤本  村田  

31 48 男子 ミドル級 中国 やまぐちボクシングクラブ 岩本悠汰 × RSC 1R 1:54 ○ 荒本一成 株式会社ＳＥＢＥ 関西 スンドラモオルティ 中川  山﨑  西垣  平  田中  
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