
№ 試合 階級 氏名 所属 Ｊ1 Ｊ２ Ｊ3 Ｊ４ Ｊ５ 勝敗 結果 勝敗 Ｊ1 Ｊ２ Ｊ3 Ｊ４ Ｊ５ 氏名 所属
時間
備考

Ｒ Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ Ｊ４ Ｊ５

1 34㎏ 中島　永久 千歳ボクシングジム 10 10 10 〇 認定 9 9 9 佐々木　優真 札幌中央体育館 (3-0) 坂12 大江11 鈴木20 田中18

2 40㎏級 桐越　烈 札幌中央体育館 10 10 10 〇 認定 9 9 8 佐々木　優真 札幌中央体育館 (3-0) 坂12 大江11 鈴木20 田中18

3 40㎏級 桐越　烈 札幌中央体育館 認定 〇 中島　永久 千歳ボクシングジム 1R0'58 坂12 大江11 鈴木20 田中18

4 認定 39㎏/45㎏ 亀森　茉莉 岩見沢ボクシングクラブ 18 19 18 〇 認定 〇 20 19 20 伊藤　姫夏 千歳ボクシングジム (0-2) 鈴木20 野村23 坂12 成田19

5 認定 33㎏/36㎏ 鈴木　陽介 タカギボクシングジム 8 9 9 〇 認定 〇 10 10 10 岩澤　侍永 千歳ボクシングジム 2R0'15 中村卓4 野村23 坂12 成田19

6 決勝 39㎏ 鳥井　琉志 札幌清拳ジム 10 10 10 〇 RSC 〇 9 9 9 長谷山　颯雅 千歳ボクシングジム 2R0'57 山本７ 高木16 坂12 藤根22

7 認定 39㎏/42㎏ 中島　陽斗 千歳ボクシングジム 10 10 10 〇 認定 〇 9 9 9 城座　大琉 札幌中央体育館 2R1'36 安川13 高木16 大江11 岩崎８

8 決勝 45㎏-1 伊藤　空冬 千歳ボクシングジム 9 9 9 × RSC 〇 10 10 10 森山　柚樹 札幌清拳ジム 2R1'18 梅木5 坂12 大江11 岩崎８

9 決勝 45㎏-2 岩渕　愛心 千歳ボクシングジム × RSC 〇 郡　清衡 K＆Kボクシングクラブ 1R1'54 大江11 梅木5 安川13 岩崎８

10 決勝 48㎏ 松田　龍斗 タカギボクシングジム 9 9 9 × KO 〇 10 10 10 安藤　楓 遠軽ボクシングクラブ 2R0'16 中村卓4 梅木5 鈴木20 山本７

11 決勝 51㎏-1 甲角　美希 K＆Kボクシングクラブ RSC 〇 青山　優一朗 札幌清拳ジム 1R1'28 坂12 梅木5 川上6 山本７

12 決勝 51㎏-2 成田　丈輝 K＆Kボクシングクラブ 29 30 28 〇 WP × 27 27 29 中村　裟喜人 タカギボクシングジム (2-1) 安川13 川上6 坂12 山本７

13 認定 54㎏/57㎏ 桐越　藍 札幌協会(札幌中央体育館) 20 18 20 〇 認定 〇 18 20 18 高津　優 K＆Kボクシングクラブ (2-1) 田中18 川上6 坂12 藤根22

14 認定 60㎏/64㎏ 山田　昇磨 K＆Kボクシングクラブ 〇 認定 〇 南　龍聖 札幌清拳ジム 1R0'56 川上6 高木16 坂12 藤根22

15 準決勝 ｼﾆｱLM級 福原　勇輝 ラフターズジム 28 27 27 × WP 〇 29 30 30 藤本　剛大 G!MAボクシングジム (0-5) 大江11 中村卓4 安川13 神田2 鈴木20 成田19

16 女子LF級/l級/ｼﾆｱf級 見方　真緒 北海道恵庭南高等学校 9 9 9 〇 認定 〇 10 10 10 山﨑　亜姫 北海道札幌工業高等学校（全日制） (0-3) 中村卓4 藤根22 鈴木20 大江11 #N/A #N/A

17 ｼﾆｱ女子F級 福屋　真央© 北見ボクシングクラブ 9 8 9 〇 認定 〇 10 10 10 山﨑　亜姫 北海道札幌工業高等学校（全日制） (0-3) 中村卓4 藤根22 鈴木20 大江11 #N/A #N/A

18 ｼﾆｱ女子F級 福屋　真央© 北見ボクシングクラブ 9 9 9 〇 認定 〇 10 10 10 見方　真緒 北海道恵庭南高等学校 (0-3) 中村卓4 藤根22 鈴木20 大江11 #N/A #N/A

19 認定 P級/ｼﾆｱF級 辻野　暁也 タカギボクシングジム 〇 認定 〇 高橋　信太郎© K＆Kボクシングクラブ 1R0'41 野村23 藤根22 大江11 川上6 #N/A #N/A

20 決勝 Ｆ 田中　悠雅 北海道札幌平岡高等学校 〇 RSC × 小林　海晴© 北海道旭川工業高等学校 2R1'56 阿部９ 藤根22 鈴木20 川上6 #N/A #N/A

21 決勝 B-1 鈴木　勇人 とわの森三愛高等学校 29 29 30 〇 WP × 28 28 27 宮竹　　錬 北海道札幌工業高等学校（全日制） (3-0) 梅木保１0 野村23 中村卓4 成田19 #N/A #N/A

22 決勝 B-2 野里　寿将© 札幌山の手高等学校 〇 RSC × 高島　琉生 北海道札幌工業高等学校（全日制） 3R1'36 鈴木20 野村23 中村卓4 成田19 #N/A #N/A

23 決勝 B-3 佐藤　大虎 北海道千歳北陽高等学校 〇 RSC × 赤荻　　隼 北海道札幌工業高等学校（全日制） 2R0'17 藤根22 野村23 中村卓4 成田19 #N/A #N/A

24 決勝 B-4 小池　大和 北海道恵庭南高等学校 27 27 28 × WP 〇 30 30 29 倉本　静鬼 北海道北見工業高等学校 (0-3) 坂12 田中18 梅木5 岩崎８ #N/A #N/A

25 決勝 B-5 眞嶋　大和 北海道恵庭南高等学校 27 28 27 × WP 〇 30 29 30 小林　　尊 北海道札幌工業高等学校（全日制） (0-3) 川上6 田中18 梅木5 岩崎８ #N/A #N/A

26 認定 B/Ｌ 桑山　　賢 北海道恵庭南高等学校 17 18 18 〇 認定 〇 20 20 20 長瀬　歩眞 北海道札幌工業高等学校（全日制） (0-3) 梅木5 鈴木20 高木16 岩崎８ #N/A #N/A

27 認定 Ｌ/ｼﾆｱFe 三輪　慧人 北海道札幌工業高等学校（全日制） 20 19 19 〇 認定 〇 18 19 19 古林　拓真 札幌清拳ジム (1-0) 野村23 梅木保１0 阿部９ 坂12 #N/A #N/A

28 決勝 ＬＷ-1 桐越　　舜 北海道札幌工業高等学校（全日制） 〇 RSC × 田辺　大翔 北海道千歳北陽高等学校 2R0'35 田中18 梅木保１0 阿部９ 坂12 #N/A #N/A

29 認定 ＬＷ-2 小森　颯太 北海道恵庭南高等学校 19 19 18 〇 認定 19 19 20 黒部　竜聖℗ 東洋大学 (0-1) 中村卓4 成田19 野村23 坂12 #N/A #N/A

30 認定 Ｗ-M 荒木　陽仁© 市立函館高等学校 19 19 19 〇 認定 〇 19 19 19 川村　　陸 北海道札幌工業高等学校（全日制） (0-0) 坂12 成田19 野村23 梅木保１0 #N/A #N/A

31 決勝 ｼﾆｱ2部LW級 渡邊　貴則 札幌清拳ジム 28 27 27 27 27 × WP 〇 29 30 30 30 30 松田　隆太郎© K＆Kボクシングクラブ (0-5) 山本７ 藤根22 野村23 梅木保１0 大江11 梅木5

32 決勝 ｼﾆｱMin級 金澤　大和 法政大学 27 27 27 27 27 × WP 〇 30 30 30 30 30 大和　龍司 拓殖大学 阿部９ 藤根22 山本７ 梅木保１0 大江11 梅木5

33 決勝 ｼﾆｱF級 齋藤　皓太© 駒澤大学 29 29 30 29 30 〇 WP × 28 28 27 28 27 児島　義輝© 札幌清拳ジム (5-0) 中村卓4 高木16 坂12 川上6 阿部９ 梅木5

34 決勝 ｼﾆｱFe級 土江　亮太© 札幌中央体育館 27 28 28 27 27 × WP 〇 29 28 28 29 29 辻　愛斗 大阪商業大学 (0-3) 鈴木20 山本７ 坂12 川上6 大江11 梅木保１0

35 決勝 ｼﾆｱLW級 本間　虹人 大阪商業大学 30 30 30 30 30 〇 WP × 27 27 27 27 27 今野　匠© 札幌学院大学 (5-0) 梅木保１0 阿部９ 藤根22 坂12 梅木5 田中18

36 認定 ｼﾆｱL・W級 斉藤　圭祐 G!MAボクシングジム 18 18 18 18 18 〇 認定 20 20 20 20 20 川上　海音℗ 駒澤大学 (0-5) 藤根22 阿部９ 高木16 坂12 山本７ 田中18

37 決勝 ｼﾆｱLM級 宮津　優輝 函館ボクシング協会 27 29 28 28 27 × WP 〇 30 29 28 28 30 藤本　剛大 G!MAボクシングジム (0-3) 大江11 阿部９ 高木16 坂12 山本７ 田中18
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