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1 決勝 高校LF級 長谷川　左京 北海道札幌工業高等学校　定時制 〇 RSC × 小林　海晴 旭川工業高校 2R　0'46 枡澤3 神田4 坂7 山本11 田中15 中村6

2 認定 U-12 31/34認定 中島　永遠 千歳ボクシングジム 〇 認定 〇 藤島　海流 千歳ボクシングジム 神田4 成田21 坂7 山本11 安川1 中村6

3 決勝 U-12 37㎏ 森山　柚樹 札幌清拳ジム 〇 RSC × 新井　琉生 千歳ボクシングジム 2R　1'32 坂7 成田21 大江9 山本11 安川1 中村6

4 認定 U-12　40/46/49認定 城座　大琉 札幌中央体育館 10 9 10 9 10 〇 認定 〇 9 10 9 10 9 伊藤　姫夏 千歳ボクシングジム 坂7 田中15 大江9 山本11 鈴木19 神田4

認定 U-12　40/46/49認定 城座　大琉 札幌中央体育館 10 10 10 10 10 〇 認定 〇 9 9 9 9 9 太田　朝陽 岩見沢ボクシングｸﾗﾌﾞ

認定 U-12 46㎏ 伊藤　姫夏 千歳ボクシングジム 10 10 10 10 10 〇 認定 〇 9 9 9 9 9 太田　朝陽 岩見沢ボクシングｸﾗﾌﾞ

5 決勝 U-12 52㎏ 岩渕　愛心 千歳ボクシングジム × RSC 〇 山田　昌磨 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 2R　0'55 田中15 坂7 神田4 山本11 梅木直8 鈴木19

6 認定 U-15 33認定 亀森　茉莉 岩見沢ボクシングｸﾗﾌﾞ 〇 認定 〇 松尾　信月 千歳ボクシングジム 中村6 坂7 鈴木19 山本11 梅木直8 成田21

7 決勝 U-15 33㎏ 長谷山　颯冴　 千歳ボクシングジム × RSC 〇 岩澤　侍永 千歳ボクシングジム 1R　1'01 坂7 田中15 大江9 中村6 梅木直8 成田21

8 認定 U-15 36/42 中島　陽斗 千歳ボクシングジム 〇 認定 〇 伊藤　空冬 千歳ボクシングジム 梅木直8 田中15 大江9 中村6 安川1 成田21

9 決勝 U-15 45㎏ 安藤　楓 遠軽ボクシングクラブ 9 8 9 9 9 × WP 〇 10 10 10 10 10 神田　翔大 札幌協会（北区体育館） （0-5） 大江9 梅木直8 坂7 川上孝10 安川1 鈴木19

決勝 U-15 45㎏ 安藤　楓 遠軽ボクシングクラブ 9 9 9 9 9 × WP 〇 10 10 10 10 10 青山　優一郎 札幌清拳ジム （0-5）

決勝 U-15 45㎏ 神田　翔大 札幌協会（北区体育館） 10 10 10 10 10 〇 WP × 9 9 9 9 9 青山　優一郎 札幌清拳ジム （5-0）

10 決勝 U-15 48㎏ 成田　丈輝 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 28 28 27 26 28 〇 WP × 27 27 28 29 27 吉澤　響 G!MAボクシングジム （3-2） 安川1 田中15 坂7 川上孝10 梅木直8 山本11

11 認定 U-15 54認定 工藤　優雅 G!MAボクシングジム 18 18 19 19 18 〇 認定 20 20 19 19 20 本間　虹人 北海道札幌工業高等学校　全日制 川上孝10 田中15 山本11 鈴木19 中村6 成田21

12 決勝 U-15 57㎏ 高津　優 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 29 29 30 30 30 〇 WP × 28 28 27 27 27 桐越　藍 札幌中央体育館 （5-0） 山本11 大江9 神田4 坂7 川上孝10 安川1

13 認定 U-15 57/60 江口　蒼太 Ｉｗａｓａｋｉ　Ｆｉｇｈｔ　Ｃｌｕｂ   〇 認定 〇 南　龍聖 札幌清拳ジム 坂7 大江9 中村6 鈴木19 川上孝10 山本11

14 認定 成年F/2部B認定 坂井　勇斗 札幌学院大学 〇 認定 〇 大沼　優太 北海学園大学 大江9 成田21 梅木直8 田中15 川上孝10 山本11

15 認定 成年2部LW級認定 松田　隆太郎 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 〇 認定 荻野　照平 北海道札幌工業高等学校　全日制 鈴木19 神田4 成田21 田中15 川上孝10 梅木直8

16 認定 成年2部M/1部LH認定 今城　祐也 Ｋ＆Ｋボクシングクラブ 〇 認定 〇 大野　毅人 日本体育大学 田中15 成田21 神田4 梅木直8 川上孝10 安川1

17 準決勝 成年B級 枡澤　直矢 東海大学 30 29 28 27 29 〇 WP × 27 28 29 30 28 辻　愛斗 大阪商業大学 （3-2） 神田4 川上孝10 大江9 梅木直8 鈴木19 安川1

18 準決勝 成年B級 小澤　辰哉 北海学園大学 27 27 27 27 27 × WP 〇 30 30 30 30 30 土江　亮太 札幌中央体育館 （0-5） 中村6 川上孝10 大江9 坂7 鈴木19 山本11

19 準決勝 成年L級 加藤　一輝 大阪商業大学 〇 RSC × 佐藤　徳一朗 北海学園大学 3R　0'12 山本11 神田4 中村6 坂7 川上孝10 安川1

20 準決勝 成年LW級 細野　勝梧 大阪商業大学 28 29 28 29 28 × WP 〇 29 28 29 28 29 木戸口　謙辰 立教大学 （2-3） 中村6 神田4 山本11 坂7 川上孝10 梅木直8

21 認定 女子ｼﾞｭﾆｱL/ｼﾆｱB 有働　恋湖 千歳ボクシングジム 〇 認定RSC 〇 宮﨑　真希 札幌清拳ジム 2R　1'42 和田18 坂7 安川1 藤根20 大江9 鈴木19

22 認定 少年M認定 川村　　陸 北海道札幌工業高等学校　全日制 〇 認定 大野　毅人 日本体育大学 田中15 坂7 安川1 藤根20 中村6 川上孝10

23 決勝 高校P級 金澤　大和 札幌創成高等学校 30 30 29 30 30 〇 WP × 27 27 28 27 27 児島　義輝 北海道札幌工業高等学校　全日制 (5-0) 神田4 阿部12 安川1 梅木直8 坂7 川上孝10

24 決勝 高校LF級 齋藤　皓太 旭川工業高校 〇 RSC × 高橋　潤 北海道札幌工業高等学校　全日制 3R　1'54 阿部12 安川1 成田21 梅木直8 中村6 鈴木19

25 決勝 高校LF級 大内　望夢 札幌真栄高校 28 29 27 28 27 × WP 〇 29 28 30 29 30 長谷川　左京 北海道札幌工業高等学校　定時制 （1-4） 川上孝10 安川1 成田21 梅木直8 中村6 鈴木19

26 決勝 高校F級 鈴木　勇人 とわの森三愛高校 29 29 29 29 28 〇 WP × 28 28 28 28 29 佐藤　誠市 北海道札幌工業高等学校　全日制 （4-1） 中村6 梅木直8 藤根20 阿部12 川上孝10 鈴木19

27 決勝 高校F級 神田　輝大 札幌創成高等学校 29 30 30 29 28 〇 WP × 28 27 27 28 29 宮竹　錬 北海道札幌工業高等学校　全日制 （4-1） 鈴木19 梅木直8 藤根20 阿部12 川上孝10 安川1

28 決勝 高校F級 野里　寿将 山の手高校 30 30 30 30 30 〇 WP × 27 27 26 26 27 紙谷　藍斗 岩見沢ボクシングｸﾗﾌﾞ （5-0） 山本11 梅木直8 藤根20 大江9 和田18 坂7

29 決勝 高校F級 佐藤　大虎 千歳北陽高等学校 28 29 29 30 30 〇 WP × 29 28 28 27 27 桑山　賢 北海道恵庭南高校 （4-1） 坂7 梅木直8 田中15 大江9 和田18 山本11

30 藤根20 川上孝10 田中15 安川1 坂7 阿部12

31 決勝 高校B級 川上　真生 札幌創成高等学校 30 30 30 29 29 〇 WP × 27 27 27 28 28 長瀬　歩眞 北海道札幌工業高等学校　全日制 (5-0) 梅木直8 川上孝10 田中15 安川1 坂7 阿部12

32 決勝 高校B級 奥田　良哉 旭川工業高校 27 27 28 27 28 × WP 〇 30 30 29 30 29 加福　大貴 北海道札幌工業高等学校　全日制 (0-5) 川上孝10 神田4 藤根20 安川1 坂7 阿部12

33 決勝 高校B級 酒田　青空 旭川工業高校 × RSC 〇 木下　雅輝 北海道恵庭南高校 2R 1'43 大江9 鈴木19 山本11 坂7 成田21 和田18

34 認定 高校B/L級認定 佐々木　龍希 北海道札幌工業高等学校　全日制 〇 認定 〇 今野　匠 札幌東稜高校 大江9 川上孝10 梅木直8 山本11 坂7 神田4

35 決勝 高校L級 堀内　魁 旭川工業高校 29 28 29 29 29 〇 WP × 28 29 28 28 28 三輪　慧士 北海道札幌工業高等学校　全日制 （4-1） 梅木保16 鈴木19 梅木直8 安川1 成田21 田中15

36 認定 高校L/LW認定 印牧　蓮 札幌創成高等学校 〇 認定 〇 本間　虹人 北海道札幌工業高等学校　全日制 藤根20 川上孝10 梅木直8 安川1 阿部12 田中15

37 認定 高校L/LW認定 河合　優作 札幌創成高等学校 〇 認定 〇 近江谷　賢一朗 旭川工業高校 大江9 川上孝10 梅木直8 安川1 和田18 田中15

38 決勝 高校LW級 堀内　翔 旭川工業高校 × RSC 〇 本間　銀次郎 北海道札幌工業高等学校　全日制 2R　1'41 田中15 川上孝10 中村6 坂7 梅木保16 鈴木19

39 決勝 高校LW級 佐藤　未来琉 旭川工業高校 27 27 27 27 27 × WP 〇 30 30 30 30 30 小森　颯太 北海道恵庭南高校 (0-5) 大江9 田中15 中村6 坂7 藤根20 鈴木19

40 決勝 少年W級 荻野　照平 北海道札幌工業高等学校　全日制 10 10 10 10 10 〇 RSC × 9 9 9 9 9 岡本　晴 旭川工業高校 2R 1'00 阿部12 田中15 神田4 坂7 藤根20 成田21

41 決勝 成年LF級 大和　龍司 拓殖大学 30 29 30 29 29 〇 WP × 27 28 27 28 28 奥村　純輝 札幌学院大学 （5-0） 川上孝10 田中15 神田4 山本11 藤根20 安川1

42 決勝 成年B級 枡澤　直矢 東海大学 30 29 28 30 29 〇 WP × 27 28 29 27 28 土江　亮太 札幌中央体育館 （4-1） 和田18 神田4 阿部12 山本11 川上孝10 安川1

43 決勝 成年L級 川上　海音 駒澤大学 30 30 30 28 29 〇 WP × 27 27 27 29 28 加藤　一輝 大阪商業大学 （4-1） 梅木直8 神田4 阿部12 山本11 川上孝10 安川1

44 決勝 成年LW級 及川　翔太 札幌中央体育館 26 26 26 26 26 × WP 〇 30 30 30 30 30 木戸口　謙辰 立教大学 （0-5） 中村6 神田4 和田18 田中15 川上孝10 成田21

45 決勝 成年W級 大瀧　慶吾 遠軽ボクシングクラブ × ABD 〇 本間　一志 大阪商業大学 1R　2'25 坂7 阿部12 梅木保16 田中15 鈴木19 成田21
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