
No 階級 県名 県名

1 中男36kg 岡山県 × WP ○ 神奈川県

2 中男36kg 三重県 × WP ○ 福島県

3 中男36kg 鹿児島県 × WP ○ 香川県

4 中男36kg 北海道 ○ WP × 大阪府

5 中男40kg 鹿児島県 ○ WP × 兵庫県

6 中男40kg 岩手県 × WP ○ 岡山県

7 中男40kg 東京都 ○ WP × 愛媛県

8 中男40kg 大阪府 ○ RSC × 新潟県

9 中男40kg 愛知県 ○ WP × 北海道

10 中男44kg 大阪府 ○ WP × 沖縄県

11 中男44kg 愛媛県 × WP ○ 静岡県

中男44kg 岡山県 × WP ○ 岩手県

中男44kg 北海道 × WP ○ 岩手県

中男44kg 北海道 ○ WP × 岡山県

13 中男44kg 京都府 × WP ○ 東京都

14 中男48kg 三重県 × WP ○ 愛媛県

15 中男48kg 栃木県 × WP ○ 広島県

16 中男48kg 大阪府 ○ WP × 青森県

17 中男48kg 北海道 ○ WP × 新潟県

18 中男48kg 佐賀県 × WP ○ 兵庫県
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0-3

0-3

0-3

Ａリング

3-0

石井 真紘 高砂市立宝殿中学校

青森佃中学校

広島市立二葉中学校

本間 虹人 帯広市立第四中学校 河上 琉輝 小新中学校

3-0藤井寺市立藤井寺中学校

2-1

北上南中学校

新宿中学校

村口 太陽

矢野 利哉 内宮中学校

1-2

0-3

高見 亨介

高木 大成

1-2

津田 裕太

佐野 遥渉 富士宮市立第１中学校

2-1

1-2

普天間中学校

黒崎中学校

北条北中学校

倉敷市立西中学校

元山 流希 倉敷市立南中学校

3-0

阿部 廉真

阿久根中学校 新庄 銀次

3-0 河内長野市立千代田中学校

山川 健太

藤田 大夢 滝沢南中学校

大野原中学校

北上南中学校

矢野 悠斗 内宮中学校

田河 琉加 浪速学院浪速中学校

米丸 幹汰

1-2

所属

厚別中学校

田嶋 位兆 西郊中学校

金澤 大和 北陽中学校

高橋 潤

3-0和田 大杜

2R 1:36

加古川市立中部中学校

松下 大純

井上 偉心

梶原 嵐

又吉 日向

柴田 瑞基 倉敷市立郷内中学校

齋藤 皓太

柴田 瑞基 倉敷市立郷内中学校

3-0

関中学校

丹下 昴紀 泉大津市立誠風中学校

近藤 佑哉 岐阜聖徳学園大学付中学校

0-3

氏家中学校　

大杉 兼心 平田野中学校

吉良 大弥 門真市立第二中学校

永山南中学校

田中 将吾 岩渕 大輔

村口 太陽

0-3寺田 歩夢 田代中学校

1-2

齋藤 皓太

永山南中学校

平塚 駿之介

勝敗区分 選手名

平成２８年度　第６回全日本ＵＪボクシング大会 平成29年3月26日

荒竹 一真 田崎中学校

青コーナー

所属選手名

平野中学校

川島 宇宙

赤コーナー

田奈中学校
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19 中男52kg 兵庫県 × WP ○ 東京都

20 中男52kg 広島県 ○ WP × 宮崎県

21 中男52kg 香川県 ○ WP × 大阪府

22 中男52kg 岩手県 × ABD ○ 岐阜県

23 中男52kg 福井県 ○ WP × 北海道

24 中男56kg 兵庫県 ○ WP × 千葉県

25 中男56kg 岐阜県 ○ RSC × 広島県

中男56kg 京都府 ○ RSC × 北海道

中男56kg 岩手県 北海道

中男56kg 岩手県 × WP ○ 京都府

27 中男56kg 高知県 ○ RSC × 石川県

28 中男60kg 東京都 ○ RSC × 静岡県

29 中男60kg 大阪府 × WP ○ 広島県

30 中男60kg 北海道 × RSC ○ 鹿児島県

31 中男60kg 福島県 × WP ○ 京都府

32 中男64kg 神奈川県 ○ RSC × 広島県

中男64kg 岐阜県 × WP ○ 鹿児島県

中男64kg 岩手県 ○ WP × 鹿児島県

中男64kg 岩手県 × WP ○ 岐阜県

34 中男68kg 群馬県 × RSC ○ 京都府
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33

和賀 聖龍 江刺第一中学校 今村 仁 鵜沼中学校1-2

乃生 夏輝 上里中学校 仲野 玲 滋賀県立堅田中学校3R 1:22

今村 仁 鵜沼中学校 松久保 拓海 鹿屋東中学校0-3

和賀 聖龍 江刺第一中学校 松久保 拓海 鹿屋東中学校3-0

渡辺 健心 小山中学校 槇野 健心 京都市立旭丘中学校0-3

田中 空 渡田中学校 松本 雷樹 海田町立西中学校2R 0:48

今永 隼人 河内長野市立長野中学校 黒田 丈二朗 海田町立西中学校1-2

黒部 竜聖 北都中学校 内村 源斗 第一鹿屋中学校1R 1:24

丸石 一誠 青柳中学校 中村 太河 鳴和中学校3R 0:45

染谷 將敬 駿台中学校　 日吉 蓮 伊東市立南中学校1R 1:33

及川 聖人 水沢南中学校 四宮 幸太 京都市立朱雀中学校0-3

及川 聖人 水沢南中学校 荻野 鉄平競技なし

四宮 幸太 京都市立朱雀中学校 荻野 鉄平 北斗中学校1R 1:27

北斗中学校

油井 凡一

橋本 仰未 厚見中学校 中廣 海世 広島市立福木中学校2R 1:18

花巻北中学校

千歳中学校

山村 剣晋 芦屋学園中学校 堤 麗斗 椿森中学校

3-0

2-1

久保 貴哉 中央中学校

保坂 瑞紀

坂井 涼 大垣市立西中学校2R 終了

桑内 翔樹 鶴尾中学校 田中 翔 河内長野市立千代田中学校3-0

及川 迅哉

脇田 夢叶 日章学園中学校2-1

由良 謙神 芦屋学園中学校 五味 浩夢 東大和第五中学校0-3

廿日市市立大野東中学校


