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1 13 男子 36㎏級（中学生） 東海 ボクシングスクールFIST 山下 瞬 × RSC 2R 1:20 ○ 梶田 錬真 矢野ジム 四国

2 14 男子 36㎏級（中学生） 北信越 射水市立射北中学校 沖 海星 ○ RSC 1R 1:36 × 鈴木 陽介 タカギボクシングジム 北海道

3 15 男子 36㎏級（中学生） 関西 藤森中学校 貞廣 駿 ○ WP 5-0 × 神田 夏輝 大竹中学校 中国

4 16 男子 36㎏級（中学生） 九州 金泉中学校 川野 琉夏 ○ WP 5-0 × 羽倉 孝太郎 A SIDE BOXING FITNESS CLUB 関東

5 17 男子 39㎏級（中学生） 九州 鶴城中学校 坂木 悠斗 ○ WP 5-0 × 石川 創琉 ボクシングスクールFIST 東海

6 18 男子 39㎏級（中学生） 四国 矢野ジム 梶田 一楽 ○ WP 5-0 × 斎藤 新汰 豊浦中学校 北信越

7 19 男子 39㎏級（中学生） 関東 習志野ボクシングクラブ 片岡 未来 × WP 0-5 ○ 上窪 聖 王寺工業高等学校ＢＣ 関西

8 20 男子 42㎏級（中学生） 東海 SFKボクシングジム 杉山 烈希 ○ WP 5-0 × 鳥井 琉志 札幌清拳ジム 北海道

9 21 男子 42㎏級（中学生） 九州 日章学園中学校 森 徹平 × WP 0-5 ○ 中谷 丈一郎 山形ボクシングクラブ 東北

10 22 男子 42㎏級（中学生） 関西 深草中学校 長谷川 煌空 ○ WP 3-2 × 蛭子 駿 大橋ボクシングジム 関東

11 23 男子 42㎏級（中学生） 四国 矢野ジム 中川 優馬 × WP 0-5 ○ 髙橋 豪輝 御南中学校 中国

12 24 男子 45㎏級（中学生） 北信越 浅野川中学校 前川 文耶 × WP 0-5 ○ 平原 昌 本望ボクシングジム 関東

13 25 男子 45㎏級（中学生） 九州 二岡中学校 望月 大和 ○ WP 3-2 × 城座 大琉 北ガスアリーナ札幌UFC 北海道

14 26 男子 45㎏級（中学生） 東海 ライズフィットジム 平岡 大樹 × WP 0-5 ○ 向井 玄信 矢野ジム 四国

15 27 男子 45㎏級（中学生） 東北 秋田県ウィナーボクシングクラブ 小林 瑠輝 × RSC 1R 1:53 ○ 橘 甲輝 明石市立江井島中学校 関西

16 28 男子 48㎏級（中学生） 東北 最上ボクシングクラブ 菅 瞬介 × RSC 1R 1:31 ○ 北村 龍生 日章学園中学校 九州

17 29 男子 48㎏級（中学生） 北海道 K＆Kボクシングクラブ 郡 清衡 ○ WP 4-1 × 小池 晄 ライズフィットジム 東海

18 30 男子 48㎏級（中学生） 中国 琴浦中学校 佐々木 愛斗 ○ RSC 2R 0:16 × 横川 壱乃介 エスペランサスポーツボクシングジム 関西

19 31 男子 48㎏級（中学生） 鹿児島 米ノ津中学校 伊藤 仁 ○ WP 5-0 × 西野 裕稀 辰口中学校 北信越

20 32 男子 51㎏級（中学生） 東北 相馬ボクシングクラブ 船山 大龍 × WP 0-3 ○ 林 琉新 アッパー木曽川ジム 東海

21 33 男子 51㎏級（中学生） 北海道 札幌清拳ジム 森山 柚樹 × RSC 2R 1:32 ○ 兵頭 慶 大橋ボクシングジム 関東

22 34 男子 51㎏級（中学生） 関西 ABCボクシングジム 川井 丈輔 ○ WP 5-0 × 古堅 雄大 北中城中学校 九州

23 35 男子 51㎏級（中学生） 北信越 村松桜中学校 石本 廉 × WP 1-4 ○ 作野 剣信 シュガーナックルボクシングジム 中国

24 36 男子 54㎏級（中学生） 四国 チョウノジム 野村 唯人 × RSC 1R 0:59 ○ 川淵 飛悠雅 琴浦中学校 中国

25 37 男子 54㎏級（中学生） 関東 境第一中学校 大里 拳輝 × WP 1-4 ○ 寺島 隆惺 五泉中学校 北信越

26 38 男子 54㎏級（中学生） 鹿児島 国見中学校 松下 奏介 × RSC 2R 2:04 ○ 池田 直生 南あわじ市立三原中学校 関西

27 39 男子 54㎏級（中学生） 九州 日章学園中学校 黒田 右恭 × WP 2-3 ○ 市野 愛龍 アッパー木曽川ジム 東海

28 40 男子 57㎏級（中学生） 九州 城北中学校 秋山 一真 ○ RSC 1R 1:46 × 中村 将武 タカギボクシングジム 北海道

29 41 男子 57㎏級（中学生） 鹿児島 東串良中学校 田中 優輝 ○ WO  × 梅本 拓実 まるボクシングジム 四国

30 42 男子 57㎏級（中学生） 東海 アッパー木曽川ジム 桑原 利倭 ○ RSC 2R 1:25 × 佐藤 匠 奥州市ボクシング協会 東北

31 43 男子 57㎏級（中学生） 中国 松江第四中学校 安井 愛翔 × RSC 1R 1:46 ○ 本庄 国光 大橋ボクシングジム 関東

32 44 男子 60㎏級（中学生） 関西 滋賀県ボクシング連盟 小野 粋季 × WP 1-4 ○ 板垣 黎洸 五泉北中学校 北信越

33 45 男子 60㎏級（中学生） 四国 元木ジム 佐子 空真 × WP 0-5 ○ 藪 大樹 熊野中学校 中国

34 46 男子 64㎏級（中学生） 東海 竜洋ボクシングクラブ 鈴木 楓 ○ RSC 1R 1:40 × 内田 蓮 日高中学校 関東

35 47 男子 64㎏級（中学生） 東北 新日本仙台ボクシングジム 松岡 聖翔 ○ WP 5-0 × 川南 龍煌 城東中学校 九州
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