
県 所属名 選手名 選手名 所属名 県 R

1 110 女子 ミニマム級 東京都 日本体育大学 田口心温 × WP 0-5 ○ 和田まどか 株式会社ＳＥＢＥ 日連推薦 平 ガンバートル 28-29 冨田 27-30 中川 27-30 スンドラモオルティ 28-29 西垣 27-30

2 111 女子 ライトフライ級 日連推薦 自衛隊体育学校 並木月海 ○ WP 5-0 × 篠原光 青山学院大学 日連推薦 篠崎 佐藤 29-28 藤本 30-27 平山 30-27 柏木 30-27 鈴木 29-28

3 112 女子 フライ級 日連推薦 東洋大学 岸本有彩 ○ WP 3-2 × 吉原憧子 拓殖大学 佐賀県 アルティム 中川 27-29 平 *28-28 蛯原 29-27 田崎 *28-28 スンドラモオルティ 26-30

4 113 女子 バンタム級 岐阜県 (株)小川鉄工所 小川葵 × WP 0-5 ○ 堀内美沙紀 自衛隊体育学校 日連推薦 鈴木 ガンバートル 28-29 西垣 28-29 アラム 27-30 枡澤 27-30 遠藤 27-30

5 114 女子 フェザー級 日連推薦 日本体育大学 入江聖奈 ○ WP 5-0 × 吉澤颯希 日本体育大学 日連推薦 中川 曽根崎 30-26 エベラルド 30-26 冨田 30-27 村田 29-27 平 29-28

6 115 女子 ライト級 日連推薦 芦屋大学 田中鈴華 × WP 0-5 ○ 田口綾華 自衛隊体育学校 日連推薦 エベラルド 藤本 27-30 田中 27-30 ガンバートル 27-30 笹子 27-30 佐藤 27-30

7 116 女子 ライトウェルター級 東京都 コサカボクシングジム 大村文乃 × WO 　 ○ 高橋美波 早稲田大学 埼玉県 遠藤 篠崎  柏木  曽根崎  アルティム  平山  

8 117 男子 ミニマム級 九州 東洋大学 古藤昇大 ○ WP 5-0 × 大和龍司 拓殖大学 北海道 ハリディ 遠藤 30-27 田中 30-27 村田 30-27 蛯原 30-27 鈴木 30-27

9 118 男子 フライ級 日連推薦 自衛隊体育学校 牧野草子 ○ WP 4-1 × 吉良大弥 東京農業大学 日連推薦 田崎 枡澤 29-28 曽根崎 30-27 平山 29-28 平 27-30 山﨑 29-28

10 119 男子 バンタム級 四国 駒澤大学 矢野利哉 × WP 2-3 ○ 横山葵海 拓殖大学 日連推薦 佐藤 アルティム 30-27 柏木 28-29 鈴木 30-27 笹子 28-29 蛯原 28-29

11 120 男子 フェザー級 日連推薦 専修大学 原田周大 ○ WP 5-0 × 原田雪舟 駒澤大学 関西 山﨑 遠藤 30-27 西垣 30-27 冨田 30-27 田崎 29-28 スンドラモオルティ 30-27

12 121 男子 ライト級 東海 東京農業大学 大橋蓮 ○ KO 1R 2:43 × 佐藤貴則 西武台千葉高等学校 日連推薦 蛯原 エベラルド  田中  鈴木  ハリディ  篠崎  

13 122 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 4-1 × 原田海舟 駒澤大学 関西 曽根崎 田崎 29-28 山﨑 29-28 アルティム 30-27 中川 29-28 村田 28-29

14 123 男子 ウェルター級 九州 日本体育大学 脇田夢叶 ○ WP 5-0 × 八木大河 東京農業大学 北信越 枡澤 冨田 30-26 西垣 30-27 柏木 30-27 ハリディ 30-27 エベラルド 30-26

15 124 男子 ライトミドル級 東海 自衛隊体育学校 田中廉人 ○ WP 4-1 × 野上昂生　 東京農業大学 九州 柏木 中川 30-27 平山 30-27 蛯原 29-28 藤本 28-29 遠藤 29-28

16 125 男子 ミドル級 関東 東洋大学 須永大護 × WP 0-5 ○ 荒本一成 株式会社ＳＥＢＥ 関西 平山 平 27-30 田中 27-30 枡澤 27-30 田崎 27-30 曽根崎 27-30

17 126 男子 ライトヘビー級 日連推薦 自衛隊体育学校 森脇唯人 ○ WP 5-0 × ジョンソンジュリアン 沖縄水産高校 九州 冨田 藤本 30-25 笹子 30-25 アラム 30-27 佐藤 30-27 ガンバートル 30-27

18 127 男子 クルーザー級 東海 中央大学 ウエノリュウイチ ○ RSC 2R 2:58 × 倉本誠 三谷大和スポーツジム 関東 西垣 篠崎 10-8 佐藤 10-9 山﨑 10-9 枡澤 10-9 村田 10-9
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