
県 所属名 選手名 選手名 所属名 県 R

1 76 女子 ミニマム級 群馬県 拓殖大学 石川紗璃名 × WP 0-5 ○ 田口心温 日本体育大学 東京都 中川 エベラルド 28-29 冨田 27-30 藤本 27-30 田中 26-30 遠藤 27-30

2 77 女子 ミニマム級 三重県 日本体育大学 大薮碧美 × WP 0-5 ○ 和田まどか 株式会社ＳＥＢＥ 日連推薦 ハリディ 佐藤 26-30 蛯原 27-30 枡澤 26-30 笹子 26-30 アルティム 27-30

3 78 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 2:27 × 堀宝水 日本体育大学 宮崎県 田中 平山 20-16 柏木 20-16 篠崎 20-17 村田 20-17 スンドラモオルティ 20-17

4 79 女子 ライトフライ級 大阪府 東洋大学 西中結菜 × RSC 2R 2:27 ○ 篠原光 青山学院大学 日連推薦 田崎 山﨑 9-10 西垣 9-10 平 9-10 鈴木 9-10 ガンバートル 10-9

5 80 女子 フライ級 日連推薦 東洋大学 岸本有彩 ○ WP 4-1 × 尾関奈津美 日本体育大学 山形県 曽根崎 冨田 30-27 藤本 30-27 田中 29-28 遠藤 28-29 エベラルド 29-28

6 81 女子 フライ級 佐賀県 拓殖大学 吉原憧子 ○ WP 5-0 × 金澤あかり 日本体育大学 宮崎県 佐藤 柏木 30-27 西垣 29-28 笹子 30-27 アルティム 30-27 アラム 30-27

7 82 女子 バンタム級 日連推薦 日本大学 木村萌那 × RSC-I 2R 1:03 ○ 小川葵 (株)小川鉄工所 岐阜県 平山 蛯原 9-10 枡澤 9-10 鈴木 9-10 スンドラモオルティ 9-10 田崎 9-10

8 83 女子 バンタム級 熊本県 東洋大学 原田美琴 × WP 1-4 ○ 堀内美沙紀 自衛隊体育学校 日連推薦 山﨑 篠崎 29-28 平 28-29 村田 28-29 ガンバートル 28-29 ハリディ 26-30

9 84 女子 フェザー級 日連推薦 日本体育大学 入江聖奈 ○ RSC 1R 1:36 × 美坂穂香 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県 冨田 藤本  田中  遠藤  エベラルド  中川  

10 85 女子 フェザー級 栃木県 日本体育大学 松持亜実 × RSC 1R 1:51 ○ 吉澤颯希 日本体育大学 日連推薦 柏木 枡澤  笹子  アルティム  田崎  佐藤  

11 86 女子 ライト級 日連推薦 芦屋大学 田中鈴華 ○ RSC 2R 0:27 × 船山乃亜 日本大学 山形県 蛯原 平 10-8 鈴木 10-8 スンドラモオルティ 10-8 アラム 9-10 山﨑 10-8

12 87 女子 ライト級 東京都 日本大学 大澤あねら × WP 0-5 ○ 田口綾華 自衛隊体育学校 日連推薦 藤本 篠崎 27-30 村田 27-30 ガンバートル 27-30 ハリディ 25-30 平山 27-30

13 88 男子 ミニマム級 日連推薦 東京農業大学 小川翼 × WP 0-5 ○ 古藤昇大 東洋大学 九州 平 田中 28-29 遠藤 28-29 エベラルド 27-30 中川 27-30 曽根崎 27-30

14 89 男子 ミニマム級 北海道 拓殖大学 大和龍司 ○ WP 4-1 × 川下豪 日本大学 関東 篠崎 笹子 29-28 アルティム 30-27 田崎 29-28 佐藤 28-29 柏木 29-28

15 90 男子 フライ級 日連推薦 自衛隊体育学校 牧野草子 ○ WP 5-0 × 田村拓実 大野石油店 中国 枡澤 鈴木 30-27 スンドラモオルティ 30-27 アラム 29-28 平山 30-27 蛯原 30-27

16 91 男子 フライ級 日連推薦 東京農業大学 吉良大弥 ○ WP 3-2 × 平塚駿之介 駒澤大学 関東 平 村田 30-27 ガンバートル 29-28 ハリディ 27-30 山﨑 28-29 西垣 30-27

17 92 男子 バンタム級 四国 駒澤大学 矢野利哉 ○ WP 5-0 × 岡聖 駒澤大学 中国 田中 遠藤 30-27 エベラルド 30-27 中川 30-27 曽根崎 30-27 冨田 29-28

18 93 男子 バンタム級 日連推薦 拓殖大学 横山葵海 ○ WP 5-0 × 政所椋 東洋大学 関西 笹子 アルティム 30-27 田崎 29-28 佐藤 30-27 柏木 30-27 枡澤 30-27

19 94 男子 フェザー級 日連推薦 専修大学 原田周大 ○ WP 4-1 × 藤田時輝 駒澤大学 関東 鈴木 スンドラモオルティ 30-27 アラム 30-27 平山 29-28 蛯原 28-29 篠崎 30-27

20 95 男子 フェザー級 関西 駒澤大学 原田雪舟 ○ WP 5-0 × 韓亮昊 拳青会・生野西会館 日連推薦 村田 ガンバートル 30-27 ハリディ 30-27 曽根崎 30-27 西垣 29-28 平 29-28

21 96 男子 ライト級 東海 東京農業大学 大橋蓮 ○ KO 3R 0:36 × 高優一郎 拓殖大学 日連推薦 遠藤 エベラルド 20-18 中川 20-18 山﨑 20-18 冨田 20-18 藤本 20-18

22 97 男子 ライト級 日連推薦 大阪商業大学 柴田錬 × RSC 3R 0:26 ○ 佐藤貴則 西武台千葉高等学校 日連推薦 アルティム 田崎 19-19 佐藤 19-19 柏木 19-19 枡澤 19-19 笹子 19-19

23 98 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 × 森島広輝 同志社大学 日連推薦 スンドラモオルティ アラム 30-27 平山 30-26 蛯原 30-27 篠崎 30-27 鈴木 30-27

24 99 男子 ライトウェルター級 関西 駒澤大学 原田海舟 ○ RSC-I 3R 2:43 × 冨田真広 自衛隊体育学校 日連推薦 ガンバートル ハリディ 20-18 山﨑 20-18 西垣 18-20 平 18-20 村田 19-19

25 100 男子 ウェルター級 日連推薦 東洋大学 田中空 × RSC 1R 1:39 ○ 脇田夢叶 日本体育大学 九州 エベラルド 中川  佐藤  冨田  藤本  田中  

26 101 男子 ウェルター級 中国 T＆T 黒田虎之介 × WO 　 ○ 八木大河 東京農業大学 北信越 アルティム 田崎  曽根崎  柏木  枡澤  笹子  

27 102 男子 ライトミドル級 東海 自衛隊体育学校 田中廉人 ○ WP 5-0 × 梁章太 東京農業大学 関西 ハリディ 山﨑 30-27 西垣 30-27 平 30-27 村田 30-27 田中 30-26

28 103 男子 ライトミドル級 関東 拓殖大学 日向和輝 × RSC 3R 0:23 ○ 野上昂生　 東京農業大学 九州 エベラルド 中川 17-20 アラム 17-20 冨田 18-20 藤本 16-20 ガンバートル 18-20

29 104 男子 ミドル級 関東 東洋大学 須永大護 ○ RSC 1R 1:00 × 瀬井りゅう一 東洋大学 九州 遠藤 スンドラモオルティ  曽根崎  平山  蛯原  枡澤  

30 105 男子 ミドル級 北海道 東洋大学 黒部竜聖 × RSC 2R 0:53 ○ 荒本一成 株式会社ＳＥＢＥ 関西 西垣 アルティム 9-10 田崎 9-10 佐藤 9-10 柏木 9-10 篠崎 9-10

31 106 男子 ライトヘビー級 日連推薦 自衛隊体育学校 森脇唯人 ○ RSC 1R 1:55 × 大野毅人 日本体育大学 北海道 藤本 田中  遠藤  エベラルド  中川  曽根崎  

32 107 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 ○ RSC 1R 2:13 × 天井澤一志 拓殖大学 北信越 アラム 平山  蛯原  篠崎  鈴木  スンドラモオルティ  

33 108 男子 クルーザー級 九州 長崎県営バス 井手好鷹 × RSC 2R 0:39 ○ ウエノリュウイチ 中央大学 東海 ガンバートル ハリディ  山﨑  西垣  平  村田  

34 109 男子 クルーザー級 関西 近畿大学 大峯聖夜 × WO 　 ○ 倉本誠 三谷大和スポーツジム 関東 笹子 アルティム  田崎  佐藤  柏木  枡澤  

Ｊ　５

審　　　判　　　員

Ｊ　１ Ｊ　２

令和4年11月26日（土）

Ｊ　３ Ｊ　４
勝敗区分種別

会場　墨田区総合体育館（東京都）

準決勝　　　　対戦組み合せ表

２０２２全日本ボクシング選手権大会

試合
順

試合
番号

階級
赤コーナー 青コーナー


