
試合
番号

都道府県 所属名 選手名 選手名 所属名 都道府県 R

令和4年9月17日(土)

Ｊ　３ Ｊ　４
勝敗区分種別

紋別市スポーツセンター

対戦組み合せ表(３回戦)

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

試合
順

試合
番号

階級
赤コーナー 青コーナー

Ｊ　５

審　　　判　　　員

Ｊ　１ Ｊ　２

1 59 女子Jr Ｆ 栃木県 白鷗大学足利高等学校 鈴木　美結 ○ WP 5-0 × 野口　愛華 青豊高等学校 福岡県 瀬川 曽根崎 30-26 中川 30-26 咄下 30-27 田木 30-27 五十嵐 30-27 59

2 60 女子Jr Ｆ 群馬県 前橋育英高等学校 小川　　萌 × WP 0-5 ○ 及川　美来 駿台学園高等学校 東京都 枡澤 林田 27-30 米良 26-30 蛯原 26-30 平 26-30 瀬戸川 27-30 60

3 61 女子Jr Ｆ 大阪府 浪速高等学校 髙倉　日向 × WP 0-5 ○ 山田　月琴 宇佐高等学校 大分県 遠藤 黒岩 28-29 中川 28-29 五十嵐 27-30 咄下 28-29 瀬川 27-30 61

4 62 女子Jr Ｆ 愛知県 菊華高等学校 鎌倉　白蓮 × WP 0-5 ○ 寺田　都姫 高志館高等学校 佐賀県 山﨑 曽根崎 27-29 林田 27-29 米良 27-29 笹子 27-29 蛯原 27-29 62

5 63 女子Jr Ｂ 東京都 目黒日本大学高等学校 中野　芳香 ○ WP 5-0 × 梅本　　薫 菊華高等学校 愛知県 田木 中川 30-27 咄下 30-27 五十嵐 30-27 瀬戸川 29-28 黒岩 30-27 63

6 64 女子Jr Ｂ 宮崎県 日章学園高等学校 堤　　梨菜 ○ WP 5-0 × 廣田まり香 高松工芸高等学校 香川県 米良 笹子 30-26 枡澤 30-26 瀬川 30-26 山﨑 29-27 平 30-26 64

7 65 女子Jr Ｂ 熊本県 開新高等学校 國府　縞鈴 ○ RSC 2R 1:38 × 奥山　愛心 新庄東高等学校 山形県 咄下 曽根崎  五十嵐  黒岩  遠藤  中川  65

8 66 女子Jr Ｂ 三重県 明野高等学校 山川　咲舞 × WP 0-4 ○ 山﨑　茉華 新田高等学校 愛媛県 林田 蛯原 27-30 山﨑 28-28 笹子 27-30 田木 27-30 瀬戸川 27-30 66

9 67 女子Jr Ｆｅ 東京都 府中東高等学校 佐藤　藍美 ○ RSC 3R 1:24 × 山下　茉莉 高松工芸高等学校 香川県 五十嵐 枡澤  瀬川  米良  平  中川  67

10 68 女子Jr Ｆｅ 愛媛県 松山工業高等学校 戸田　姫奈 × RSC 1R 1:43 ○ 山崎　亜姫 札幌工業高等学校 北海道 蛯原 瀬戸川  黒岩  遠藤  林田  曽根崎  68

11 69 女子Jr Ｆｅ 熊本県 熊本農業高等学校 大嶌　愛叶 × WP 0-4 ○ 昆　　千花 盛岡南高等学校 岩手県 黒岩 咄下 28-29 笹子 28-29 山﨑 28-28 平 28-29 五十嵐 28-29 69

12 70 女子Jr Ｆｅ 兵庫県 西宮香風高等学校 岡山さくら ○ WP 3-2 × 嶋田　美咲 大分工業高等学校 大分県 瀬戸川 蛯原 28-29 林田 29-28 中川 29-28 枡澤 27-30 遠藤 29-28 70

13 71 社会男 Ｆ 兵庫県 川端スポーツボクシングジム 尾上　海斗 × DSQ 3R 0:55 ○ 児島　義輝 札幌清拳ジム 北海道 瀬戸川 曽根崎  田木  瀬川  蛯原  米良  71

14 72 社会男 Ｆ 京都府 平松フィットネス・ボクシングジム 川上　雅康 × RSC 2R 1:58 ○ 徳永　泰士 ｴｲﾁｽﾞｽﾀｲﾙﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ 東京都 枡澤 五十嵐  瀬川  中川  笹子  林田  72

15 73 社会男 Ｆ 長崎県 ㈱大輝建設 平野琉喜亜 × WP 0-5 ○ 宇津　　輝 三重県 三重県 咄下 田木 27-30 米良 27-30 遠藤 27-30 平 27-30 曽根崎 27-30 73

16 74 社会男 Ｆ 愛知県 稲熊製作所 村瀬　敢太 × WP 0-5 ○ 牧野　草子 自衛隊体育学校 埼玉県 黒岩 林田 27-30 枡澤 27-30 山﨑 27-30 瀬戸川 25-30 蛯原 26-30 74

17 75 社会男 Ｂ 茨城県 自衛隊体育学校 塙　　侑也 ○ WP 4-1 × 玉木　大和 Ochiai Gym 愛媛県 中川 田木 30-27 米良 29-28 咄下 28-29 瀬川 29-28 曽根崎 30-27 75

18 76 社会男 Ｂ 広島県 (株)大野石油店 田村　拓実 ○ WP 5-0 × 高井　大成 東海大学 神奈川県 平 黒岩 29-28 遠藤 30-27 枡澤 29-28 瀬戸川 30-27 五十嵐 29-28 76

19 77 社会男 Ｆｅ 愛知県 豊田ボクシングジム 田中　駿稀 ○ WP 3-0 × 溝口　大聖 岐工ボクシングスクール 岐阜県 笹子 林田 28-28 蛯原 28-28 米良 29-27 咄下 29-27 中川 29-27 77

20 78 社会男 Ｆｅ 岡山県 三菱自動車水島 藤川　晃成 × WP 1-4 ○ 佐藤　誠市 北ガスアリーナ札幌UFC 北海道 瀬川 黒岩 27-30 曽根崎 30-27 田木 27-30 山﨑 27-30 平 27-30 78

21 79 社会男 Ｆｅ 三重県 四日市ボクシングジム 下田　皓一 ○ WP 5-0 × 鈴木　国彦 新潟市ボクシング教室 新潟県 枡澤 蛯原 30-27 中川 30-27 瀬戸川 30-27 米良 30-27 笹子 30-27 79

22 80 社会男 Ｆｅ 東京都 ベルスポーツジム 鏡　　淳平 × RSC 1R 1:26 ○ 韓　　亮昊 拳青会、生野西会館 大阪府 五十嵐 曽根崎  平  咄下  田木  黒岩  80

23 81 社会男 Ｌ 愛媛県 Ochiai Gym 青木　雄太 × RSC 2R 2:04 ○ 河本　　潤 自衛隊体育学校 埼玉県 瀬川 中川  遠藤  蛯原  枡澤  瀬戸川  81

24 82 社会男 Ｌ 岡山県 三菱自動車水島 金中　拳児 ○ RSC 3R 0:31 × 中村　　暁 平松フィットネス・ボクシングジム 京都府 田木 五十嵐  笹子  黒岩  咄下  米良  82

25 83 社会男 L 千葉県 西武台千葉高等学校 佐藤　貴則 ○ WP 5-0 × 金　　輝一 青山学院大学 東京都 平 瀬川 30-26 枡澤 30-26 中川 30-26 林田 30-24 瀬戸川 30-25 83

26 84 社会男 Ｌ 大阪府 石橋ボクシングジム 臼田　雄介 × WP 0-5 ○ 清野　雅俊 新潟市ボクシング教室 新潟県 蛯原 笹子 27-30 咄下 27-30 山﨑 27-30 黒岩 27-30 田木 27-30 84

27 85 社会男 ＬＷ 新潟県 新潟市ボクシング教室 大浦　優斗 ○ WP 5-0 × 及川　翔太 北ガスアリーナ札幌UFC 北海道 遠藤 曽根崎 30-27 平 30-27 林田 30-27 五十嵐 30-27 瀬川 30-26 85

28 86 社会男 ＬＷ 広島県 大竹ボクシングクラブ 田村　勇人 × WP 1-4 ○ 冨田　真広 自衛隊体育学校 埼玉県 田木 中川 27-30 枡澤 27-30 黒岩 30-27 山﨑 27-30 蛯原 27-30 86

29 87 社会男 ＬＷ 青森県 チャンプスポーツボクシングクラブ 岩渕　雄介 ○ RSC 2R 0:47 × 松脇　　彰 瀬戸市消防本部 愛知県 米良 遠藤  林田  笹子  瀬戸川  曽根崎  87

30 88 社会男 ＬＷ 大阪府 石橋ボクシングジム 中村　雄也 ○ RSC 1R 2:13 × 十市　皓瑠 岐工ボクシングスクール 岐阜県 黒岩 平  枡澤  中川  山﨑  米良  88

31 89 社会男 Ｗ 長崎県 ザ・ニシムラ 樋口　絹真 × WP 0-5 ○ 斉藤　圭祐 北海道三菱自動車販売㈱ 北海道 林田 瀬川 27-30 曽根崎 27-30 遠藤 27-30 笹子 26-30 五十嵐 27-30 89

32 90 社会男 ＬＭ 愛媛県 Ochiai Gym 唐渡　真生 ○ RSC 3R 1:54 × 磯地　靖貴 平松フィットネス・ボクシングジム 京都府 咄下 平  米良  山﨑  黒岩  田木  90

33 91 社会男 Ｍ 愛知県 名古屋大橋ボクシングジム 古畑慎一郎 ○ WP 4-1 × 渕上　千弥 平松フィットネス・ボクシングジム 京都府 曽根崎 林田 30-27 遠藤 30-27 瀬戸川 30-27 中川 28-29 枡澤 29-28 91

34 92 社会男 Ｍ 北海道 函館ボクシング協会 宮津　優輝 ○ WO  × 山内　連也 川口ジム 愛媛県 笹子 米良  黒岩  五十嵐  蛯原  山﨑  92

35 93 社会男 Ｍ 神奈川県 中央林間ボクシングスタジオ 松永麟太郎 × RSC 2R 0:51 ○ 荒本　一成 狸ばやし 奈良県 遠藤 田木  瀬川  平  咄下  中川  93

36 94 社会男 Ｍ 福島県 ウェルネス会津ボクシングセンター 遠藤　広大 × RSC 1R 2:59 ○ 任　成壎 朝鮮大学校 東京都 蛯原 黒岩  枡澤  米良  瀬戸川  笹子  94


