
県 所属名 選手名 選手名 所属名 県 R

1 49 女子 ミニマム級 日連推薦 東洋大学 加藤光 × WO 　 ○ 石川紗璃名 拓殖大学 群馬県      

2 50 女子 ミニマム級 埼玉県 専修大学 三田さくら × WP 0-5 ○ 田口心温 日本体育大学 東京都 エベラルド 中川 26-29 曽根崎 25-28 冨田 25-28 藤本 27-29 柏木 27-28

3 51 女子 ミニマム級 福井県 芦屋大学 立木聖華 × WP 0-5 ○ 大薮碧美 日本体育大学 三重県 スンドラモオルティ アラム 27-29 平山 28-29 蛯原 26-30 篠崎 25-30 田中 26-30

4 52 女子 ミニマム級 佐賀県 日本体育大学 貞松優華 × WP 0-5 ○ 和田まどか 株式会社ＳＥＢＥ 日連推薦 ガンバートル ハリディ 28-29 冨田 27-30 西垣 27-30 平 25-30 村田 26-30

5 53 女子 ライトフライ級 日連推薦 自衛隊体育学校 並木月海 ○ RSC 3R 2:56 × 工藤紅葉 日本体育大学 青森県 中川 曽根崎 20-17 エベラルド 20-17 藤本 20-17 田中 20-17 遠藤 20-17

6 54 女子 ライトフライ級 宮崎県 日本体育大学 堀宝水 ○ WP 4-1 × 高橋伶奈 日本体育大学 栃木県 田崎 佐藤 30-27 柏木 30-27 枡澤 29-28 笹子 28-29 アルティム 30-27

7 55 女子 ライトフライ級 石川県 クラフト金澤 山城萌花 × RSC 1R 2:30 ○ 西中結菜 東洋大学 大阪府 アラム 平山  蛯原  篠崎  鈴木  スンドラモオルティ  

8 56 女子 ライトフライ級 新潟県 新潟医療福祉大学 髙木まりあ × WP 0-5 ○ 篠原光 青山学院大学 日連推薦 ハリディ 山﨑 25-30 西垣 20-20 平 25-30 村田 25-30 ガンバートル 27-30

9 57 女子 フライ級 山形県 日本体育大学 尾関奈津美 ○ RSC 2R 2:44 × 福屋真央 北見ボクシングクラブ 北海道 曽根崎 冨田 10-8 藤本 10-8 田中 10-8 遠藤 10-8 笹子 10-8

10 58 女子 フライ級 佐賀県 拓殖大学 吉原憧子 ○ WP 5-0 × 大澤玲奈 日本大学 埼玉県 鈴木 蛯原 30-27 枡澤 30-27 佐藤 29-28 アルティム 29-28 田崎 30-27

11 59 女子 フライ級 宮崎県 日本体育大学 金澤あかり ○ WO 　 × 星川文香 京都市消防局 京都府      

12 60 女子 バンタム級 新潟県 開志専門職大学 水落優宝 × RSC 2R 1:31 ○ 小川葵 (株)小川鉄工所 岐阜県 冨田 藤本 8-10 平 9-10 村田 9-10 ガンバートル 9-10 ハリディ 9-10

13 61 女子 バンタム級 熊本県 東洋大学 原田美琴 ○ WP 4-1 × 安村可麗 芦屋大学 大阪府 山﨑 篠崎 *28-28 田中 *28-28 遠藤 29-26 エベラルド 27-29 中川 *28-28

14 62 女子 フェザー級 福島県 福島県ボクシング連盟 田畝佳也乃 × WP 2-3 ○ 美坂穂香 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県 柏木 西垣 27-30 笹子 29-28 アルティム 29-28 田崎 28-29 佐藤 27-30

15 63 女子 フェザー級 新潟県 日本体育大学 松浦黎 × RSC 1R 1:31 ○ 松持亜実 日本体育大学 栃木県 蛯原 枡澤  鈴木  スンドラモオルティ  アラム  平山  

16 64 女子 ライト級 宮城県 東北大学 仲間可南子 × WP 0-4 ○ 船山乃亜 日本大学 山形県 藤本 平 27-29 村田 27-29 ガンバートル 26-30 ハリディ 28-28 山﨑 26-30

17 65 男子 ミニマム級 日連推薦 東京農業大学 小川翼 ○ WP 3-2 × 平野拓真 同志社大学 関西 西垣 田中 29-28 遠藤 30-27 エベラルド 30-27 中川 28-29 曽根崎 28-29

18 66 男子 ミニマム級 九州 東洋大学 古藤昇大 ○ WP 5-0 × 鈴木義人 東洋大学 東北 枡澤 笹子 30-27 アルティム 30-25 田崎 30-27 佐藤 29-28 柏木 30-27

19 67 男子 ミニマム級 北海道 拓殖大学 大和龍司 ○ WP 5-0 × 稲垣海人 立教大学 東海 篠崎 鈴木 30-27 スンドラモオルティ 29-28 アラム 30-27 山﨑 30-27 蛯原 30-27

20 68 男子 ミニマム級 関東 日本大学 川下豪 ○ WO 　 × 登本尊大 日本大学 四国      

21 69 男子 ライトミドル級 東海 自衛隊体育学校 田中廉人 ○ RSC 3R 1:36 × 石井百迅 慶応義塾大学 東北 田中 遠藤 20-17 エベラルド 20-17 中川 20-17 曽根崎 20-17 冨田 20-17

22 70 男子 ライトミドル級 関西 東京農業大学 梁章太 ○ WP 5-0 × 和田岳大 同志社大学 北信越 笹子 アルティム 30-27 田崎 30-27 平山 29-28 柏木 30-27 枡澤 30-27

23 71 男子 ライトミドル級 関東 拓殖大学 日向和輝 ○ RSC 2R 1:33 × 藤本剛大 Ｇ！ＭＡボクシングジム 北海道 佐藤 スンドラモオルティ 10-8 アラム 10-7 鈴木 10-8 蛯原 10-8 篠崎 10-8

24 72 男子 ライトミドル級 九州 東京農業大学 野上昂生　 ○ WP 3-2 × 堀池空希 東洋大学 日連推薦 村田 ガンバートル 30-27 ハリディ 27-30 山﨑 28-29 西垣 *28-28 平 29-28

25 73 男子 ライトヘビー級 北海道 日本体育大学 大野毅人 ○ RSC 2R 2:28 × 王帥 中央大学 東海 遠藤 エベラルド 10-9 中川 9-10 曽根崎 10-9 冨田 10-9 藤本 9-10

26 74 男子 ライトヘビー級 九州 沖縄水産高校 ジョンソンジュリアン ○ WP 5-0 × 佐々木巌 中央大学 東北 平山 田崎 29-27 佐藤 29-27 柏木 30-26 枡澤 30-26 笹子 30-26

27 75 男子 ライトヘビー級 関東 東洋大学 荒関草詩 × RSC 3R 1:14 ○ 天井澤一志 拓殖大学 北信越 アルティム 山﨑 19-19 村田 17-20 西垣 18-20 篠崎 17-20 鈴木 17-20
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