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順位 選手名 所属 都道府県

第１位 西岡 蓮翔 矢野ボクシングジム 愛媛県

第２位 矢崎 建真 アッパー木曽川ジム 愛知県

第１位 河村 栞花 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県

第２位 遠藤 奈々実 吉永ボクシングジム 佐賀県

第１位 坂上 巧真 タカイシボクシングスクール 大阪府

第２位 川手 佑真 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県

第１位 齋藤 彩笑 ヒロジム 青森県

第１位 清水 太陽 伊勢崎クラブ 群馬県

第２位 五十嵐 愛夢 最上ボクシング 山形県

第１位 緒方 彩理 宮崎市ボクシングクラブ 宮崎県

第２位 船水 咲椰 ヒロジム 青森県

第１位 郡 秀郷 K＆Kﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道

第２位 西村 玲音 住吉ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ 愛知県

第１位 高橋 夏稀 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

第２位 伊藤 彩課 黒石クラブ 青森県

第１位 山下 裕次郎 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

 エントリーなし  

第１位 熊谷 涼 札幌清拳ジム 北海道

第２位 一戸 壮介 ヒロジム 青森県

第１位 黒田 あやめ K’sボクシングジム 大阪府

第２位 佐々木 祐佳 チカミクラブ 徳島県

第１位 草水 曹賀 高松工芸高校 香川県

第２位 金澤 遥斗 水沢工業高校 岩手県

第１位 上田 知佳 札幌清拳ジム 北海道

第２位 谷藤 沙樹 松山工業高校 愛媛県

第１位 森田 天心 高松工芸高校 香川県

第２位 片岡 理音 水沢工業高校 岩手県

第１位 工藤 ららな 松山工業高校 愛媛県

第２位 内山 佳子 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

第１位 北野 政広 札幌清拳ジム 北海道

第２位 上野 澄人 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第１位 山口 歩 K’sボクシングジム 大阪府

第２位 島崎 愛子 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第１位 前田 和彦 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

第２位 高山 洋輔 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

第１位 田口 詠美 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第２位 柏尾 可奈子 北見ボクシングクラブ 北海道

第１位 橋本 優作 札幌清拳ジム 北海道

第２位 花田 誠 日本大学 埼玉県

第１位 星野 心杏 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

第１位 工藤 秀幸 黒石クラブ 青森県

第２位 冨田 功 ＢＯＸＳＰＯＲＴＳ 熊本県

第１位 清水 絵理 花巻市協会 岩手県

第１位 白木 正弘 大森ジム 東京都

第２位 細矢 勇人 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第１位 仁木 美由紀 シュガーナックルボクシングジム松江 島根県

第２位 佐々木 美奈子 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第１位 田中 康行 札幌清拳ジム 北海道

第２位 奈良 正裕 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

(４)エリート ビギナー⑳エリート（18-45 歳）女子の部160cm超

(５)エリート アドバンス㉑エリート（18-45 歳）男子の部165cmまで

(５)エリート アドバンス㉓エリート（18-45 歳）男子の部165cm超

(６)シニア ビギナー㉕U-60（46-60 歳）男子の部165cmまで

(６)シニア ビギナー㉖U-60（46-60 歳）女子の部160cmまで

(６)シニア ビギナー㉗U-60（46-60 歳）男子の部165cm超

(２)ジュニア⑪中学（1-3 年） 男子の部155cm超

(２)ジュニア⑫中学（1-3 年） 女子の部155cm超

(３)ユース⑬高校（1-3 年） 男子の部165cmまで

(３)ユース⑭高校（1-3 年） 女子の部160cmまで

(３)ユース⑮高校（1-3 年） 男子の部165cm超

(３)ユース⑯高校（1-3 年） 女子の部160cm超

(４)エリート ビギナー⑰エリート（18-45 歳）男子の部165cmまで

(１)ゴールデンキッズ②小学低学年（1-3 年）女子の部125cmまで

(１)ゴールデンキッズ③小学低学年（1-3 年）男子の部125cm超

(１)ゴールデンキッズ⑤小学高学年（4-6 年）男子の部140cmまで

(１)ゴールデンキッズ⑥小学高学年（4-6 年）女子の部140cmまで

(１)ゴールデンキッズ⑦小学高学年（4-6 年）男子の部140cm超

(１)ゴールデンキッズ⑧小学高学年（4-6 年）女子の部140cm超

(２)ジュニア⑩中学（1-3 年） 女子の部155cmまで

各階級１・２位入賞

(１)ゴールデンキッズ①小学低学年（1-3 年）男子の部125cmまで

(５)エリート アドバンス㉔エリート（18-45 歳）女子の部160cm超

(４)エリート ビギナー⑱エリート（18-45 歳）女子の部160cmまで

(４)エリート ビギナー⑲エリート（18-45 歳）男子の部165cm超

(２)ジュニア⑨中学（1-3 年） 男子の部155cmまで

第２回全日本マスボクシング選手権大会

階級

(５)エリート アドバンス㉒エリート（18-45 歳）女子の部160cmまで

入賞・特別賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日程　令和４年９月２３日（金）～２５日（日）

会場　青森中央学院大学10 号館体育館

(１)ゴールデンキッズ④小学低学年（1-3 年）女子の部125cm超
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第２回全日本マスボクシング選手権大会
入賞・特別賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日程　令和４年９月２３日（金）～２５日（日）
会場　青森中央学院大学10 号館体育館

第１位 小堀 育子 東村山スポーツボクシングジム 東京都

第２位 前澤 明子 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵｷｭｰﾌﾞ 愛知県

第１位 平田 克也 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

第２位 澤田 秀治 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

第１位 倉村 智恵美 東村山スポーツボクシングジム 東京都

第２位 大山 里美 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

第１位 松田 秀敏 ラフターズ 北海道

第２位 三戸 孝 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

 エントリーなし  

第１位 川上 郁夫 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第２位 村岡 省一郎 ヒロジム 青森県

第１位 佐藤 忍 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第２位 藤田 映子 札幌清拳ジム 北海道

第１位 中西 誠 奈良県ボクシング連盟 奈良県

第２位 比護 忍 岩手県連盟 岩手県

第１位 里見 直美 北見ボクシングクラブ 北海道

第１位 池亀 正雄 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

第１位 河野 彰子 千歳ジム 北海道

第１位 古見 繁 荒川総合スポーツセンター 東京都

第２位 中村 匡一 城山小学校 熊本県

 エントリーなし  

第１位 萩原 利文 宮崎市ボクシングクラブ 宮崎県

 エントリーなし  

第１位 近田 孝夫 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

 エントリーなし  

選手名 所属 都道府県

優秀選手賞 男子 清水 太陽 伊勢崎クラブ 群馬県

優秀選手賞 女子 河村 栞花 Ｈ＆Ｋボクシングクラブ 広島県

優秀選手賞 男子 熊谷 涼 札幌清拳ジム 北海道

優秀選手賞 女子 黒田 あやめ K’sボクシングジム 大阪府

優秀選手賞 男子 草水 曹賀 高松工芸高校 香川県

優秀選手賞 女子 工藤 ららな 松山工業高校 愛媛県

優秀選手賞 男子 前田 和彦 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

優秀選手賞 女子 山口 歩 K’sボクシングジム 大阪府

優秀選手賞 男子 橋本 優作 札幌清拳ジム 北海道

優秀選手賞 女子 星野 心杏 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

優秀選手賞 男子 平田 克也 矢代ボクシングフィットネスクラブ 埼玉県

優秀選手賞 女子 仁木 美由紀 シュガーナックルボクシングジム松江 島根県

優秀選手賞 男子 中西 誠 奈良県ボクシング連盟 奈良県

優秀選手賞 女子 佐藤 忍 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

優秀選手賞 男子 近田 孝夫 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県

優秀選手賞 女子  エントリーなし  

(６)シニア ビギナー㉙U-70（61-70 歳）男子の部165cmまで

(６)シニア ビギナー㉚U-70（61-70 歳）女子の部160cmまで

(６)シニア ビギナー㉛U-70（61-70 歳）男子の部165cm超

(７)シニア アドバンス㉝U-60（46-60 歳）男子の部165cmまで

(７)シニア アドバンス㉞U-60（46-60 歳）女子の部160cmまで

(７)シニア アドバンス㉟U-60（46-60 歳）男子の部165cm超

(７)シニア アドバンス

(８)シルバーエイジ

カテゴリー

各カテゴリー優秀選手賞（男女）

(１)ゴールデンキッズ（小学生）

(２)ジュニア（中学生）

(３)ユース（高校生）

(７)シニア アドバンス㊵U-70（61-70 歳）女子の部160cm超

(８)シルバーエイジ㊶シルバーエイジ(71 歳以上)男子の部165cmまで

(８)シルバーエイジ㊷シルバーエイジ(71 歳以上)女子の部160cmまで

(８)シルバーエイジ㊸シルバーエイジ(71 歳以上)男子の部165cm超

(８)シルバーエイジ㊹シルバーエイジ(71 歳以上)女子の部160cm超

(４)エリート ビギナー

(５)エリート アドバンス

(６)シニア ビギナー

(７)シニア アドバンス㊱U-60（46-60 歳）女子の部160cm超

(７)シニア アドバンス㊳U-70（61-70 歳）女子の部160cmまで

(７)シニア アドバンス㊲U-70（61-70 歳）男子の部165cmまで

(７)シニア アドバンス㊴U-70（61-70 歳）男子の部165cm超

(６)シニア ビギナー㉜U-70（61-70 歳）女子の部160cm超

(６)シニア ビギナー㉘U-60（46-60 歳）女子の部160cm超


