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令和4年度 第74回全日本社会人ボクシング選手権大会/ 第1回全日本女子ジュニアボクシング選手権大会
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順
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番号

階級
赤コーナー 青コーナー

1 129 女子Jr Ｐ 三重県 白山高等学校 堀　　琉榎 ○ WP 5-0 × 金田　夕貴 盛岡南高等学校 岩手県 咄下 山﨑 30-27 瀬戸川 29-28 米良 30-27 遠藤 30-27 曽根崎 30-27 129

2 130 女子Jr ＬＦ 富山県 高岡第一高等学校 利根川十仁 × WP 0-5 ○ 田口　永真 駿台学園高等学校 東京都 笹子 田木 26-30 黒岩 26-30 林田 26-30 蛯原 26-30 枡澤 26-30 130

3 131 女子Jr Ｆ 栃木県 白鷗大学足利高等学校 鈴木　美結 ○ WP 4-1 × 寺田　都姫 高志館高等学校 佐賀県 山﨑 瀬川 29-28 中川 28-29 瀬戸川 30-27 遠藤 29-28 咄下 30-27 131

4 132 女子Jr Ｂ 東京都 目黒日本大学高等学校 中野　芳香 × WP 0-5 ○ 國府　縞鈴 開新高等学校 熊本県 平 黒岩 28-29 笹子 28-29 蛯原 27-30 枡澤 27-30 曽根崎 27-30 132

5 133 女子Jr Ｆｅ 北海道 札幌工業高等学校 山崎　亜姫 ○ WP 3-2 × 岡山さくら 西宮香風高等学校 兵庫県 田木 米良 29-28 瀬川 20-17 山﨑 27-30 中川 28-29 遠藤 30-27 133

6 134 女子Jr Ｌ 三重県 久居高等学校 安達　星奈 ○ RSC 3R 1:30 × 白井蕗璃亜 前橋育英高等学校 群馬県 曽根崎 咄下  笹子  蛯原  平  枡澤  134

7 135 女子Jr ＬＷ 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 冨田　愛真 ○ WP 4-0 × 徳永　弥々 熊本農業高等学校 熊本県 黒岩 中川 30-26 林田 28-28 瀬川 29-28 田木 30-27 枡澤 29-28 135

8 136 女子Jr Ｗ 埼玉県 花咲徳栄高等学校 松本　果歩 × WP 0-5 ○ 齋藤　　禀 府中東高等学校 東京都 米良 平 28-29 蛯原 28-29 瀬戸川 28-29 曽根崎 28-29 五十嵐 28-29 136

9 137 社会女 Ｆ 大阪府 スタートラインボクシングジム 永橋　凪紗 × WP 0-5 ○ 小川　　葵 岐工ボクシングスクール 岐阜県 枡澤 笹子 26-30 田木 25-30 瀬川 25-30 林田 25-30 蛯原 26-30 137

10 138 社会女 Ｂ 埼玉県 自衛隊体育学校 堀内美沙紀 ○ RSC 1R 2:23 × 神木　佳美 コサカボクシングジム 東京都 中川 五十嵐  咄下  平  米良  黒岩  138

11 139 社会女 Ｆｅ 北海道 K＆Kボクシングクラブ 大室亜由美 × RSC 1R 1:00 ○ 古賀　舞琴 トヨタ自動車(株) 愛知県 林田 五十嵐  瀬戸川  瀬川  田木  曽根崎  139

12 140 社会男 Ｍin 三重県 三重県 松本　流星 ○ RSC 2R 1:26 × 三浦　一馬 トヨタ自動車(株) 愛知県 五十嵐 蛯原  中川  山﨑  黒岩  枡澤  140

13 141 社会男 Ｆ 北海道 札幌清拳ジム 児島　義輝 × WP 0-5 ○ 牧野　草子 自衛隊体育学校 埼玉県 平 笹子 27-30 米良 27-30 瀬戸川 26-30 黒岩 27-30 曽根崎 27-30 141

14 142 社会男 Ｂ 茨城県 自衛隊体育学校 塙　　侑也 × WP 0-5 ○ 田村　拓実 (株)大野石油店 広島県 中川 咄下 28-29 山﨑 27-30 瀬川 27-30 枡澤 27-30 田木 27-30 142

15 143 社会男 Ｆｅ 北海道 北ガスアリーナ札幌UFC 佐藤　誠市 × RSC 1R 2:23 ○ 韓　　亮昊 拳青会、生野西会館 大阪府 蛯原 笹子  曽根崎  林田  五十嵐  米良  143

16 144 社会男 L 埼玉県 自衛隊体育学校 河本　　潤 × WP 0-5 ○ 佐藤　貴則 西武台千葉高等学校 千葉県 枡澤 山﨑 28-29 中川 27-30 平 27-30 五十嵐 28-29 瀬戸川 28-29 144

17 145 社会男 ＬＷ 埼玉県 自衛隊体育学校 冨田　真広 ○ WP 5-0 × 岩渕　雄介 チャンプスポーツボクシングクラブ 青森県 曽根崎 咄下 30-27 黒岩 29-28 田木 29-28 林田 29-28 米良 30-27 145

18 146 社会男 Ｗ 沖縄県 ㈲イスト 平仲　信裕 ○ WP 5-0 × 黒田虎之介 Ｔ＆Ｔ　ＷＡＮサポート(株) 広島県 山﨑 平 29-26 瀬川 30-25 笹子 28-27 蛯原 28-27 枡澤 29-26 146

19 147 社会男 ＬＭ 愛媛県 Ochiai Gym 唐渡　真生 × RSC 1R 2:00 ○ 越川　　龍 punchout FITNESS&BOXING 東京都 五十嵐 咄下  米良  笹子  曽根崎  林田  147

20 148 社会男 Ｍ 北海道 函館ボクシング協会 宮津　優輝 × RSC 1R 2:00 ○ 荒本　一成 狸ばやし 奈良県 瀬戸川 平  蛯原  五十嵐  山﨑  黒岩  148

21 149 社会男 ＬＨ 新潟県 新潟市ボクシング教室 伊藤　丈皓 × KO 1R 2:50 ○ 山本　洋輝 川端スポーツボクシングジム 兵庫県 米良 中川  林田  田木  瀬川  咄下  149


