
日章学園ボクシングセンター A リング No 1

選手名 所属 都道府県 選手名 所属 都道府県

1 SM34 嶋田　省吾 宗方小 大分 〇 WP × 藤川　央侍 杉上小 熊本

2 CM39 山田　心 日章学園中 宮崎 〇 RSC × 中田　彪月 出水南中 熊本

3 CM45 山﨑　瑠衣斗 神崎中 佐賀 × WP 〇 園田　地球 楠中 熊本

4 CM45 奈須　皇河 日章学園中 宮崎 〇 RSC × 姫野　銀次郎 大在中 大分

5 CM48 圖師　安蓮 日章学園中 宮崎 〇 RSC × 宇田　珠輝也 高尾野中 鹿児島

6 CM54 東　虎之介 高崎中 宮崎 〇 RSC × 齋藤　和真 下益城城南中 熊本

7 SM31 八谷　徹真 高木瀬小 佐賀 〇 RSC × 大畠　璃琥　 舞鶴小 大分

8 SM31 池原　俐尊 普天間小 沖縄 × WP 〇 中竹　蒼空 白坪小 熊本

9 SM34 新垣　輝真 志真志小 沖縄 〇 RSC × 所　純平 日章学園中 宮崎

10 SM34 川野　琉夏 金立小 佐賀 〇 RSC × 宇田　涼雅 下水流小 鹿児島

11 SM37 内野々　叶大 祝吉小 宮崎 〇 RSC × 鳩間　功徹 志真志小 沖縄

12 SM40 橋本　准一 港小 宮崎 〇 RSC × 伊藤　仁 米ノ津小 鹿児島

13 CW42 安藤　ひかり 鍋島中 佐賀 〇 WP × 新垣　彩菜 開邦中 沖縄

14 CW45 太田　彩睦 大和中 佐賀 × RSC 〇 山田　月琴 北部中 大分

15 CW48 堤　梨菜 城南中 佐賀 〇 RSC × 水谷　仁胡 琉大附属中 沖縄

16 CM36 南里　奏凱 三日月中 佐賀 〇 RSC × 喜久山　昊輝 上山中 沖縄

17 CM36 野口　虎太郎 千束中 大分 × RSC 〇 瀬戸山　稜人 日章学園中 宮崎

18 CM39 岩本　歩積 相知中 佐賀 × WP 〇 山田　心 日章学園中 宮崎

19 CM39 小林　凛久 吉富中 大分 × WP 〇 中嶋　愛士 古蔵中 沖縄

20 CM42 新垣　武丸 宜野湾中 沖縄 × RSC 〇 所　純平 日章学園中 宮崎

21 CM45 中山　聖也 和白丘中 福岡 〇 WP × 園田　地球 楠中 熊本

22 CM45 奈須　皇河 日章学園中 宮崎 〇 WP × 根間　空志 神森中 沖縄

23 CM48 山元　利月 南風原中 沖縄 × RSC 〇 圖師　安蓮 日章学園中 宮崎

24 CM48 田原　龍成 牟田山中 福岡 × WP 〇 久原　悠人 牛津中 佐賀

25 CM51 村上　雅喜 龍田中 熊本 〇 WP × 金城　寿幸 普天間中 沖縄

26 CM51 安藤　歓太朗 鍋島中 佐賀 × RSC 〇 宮本　大輝 大宮中 宮崎

27 CM54 太田　成恒 大和中 佐賀 × WP 〇 東　虎之介 高崎中 宮崎

28 CM54 田中　湊人 滝尾中 大分 × RSC 〇 近藤　盤 吉井中 長崎

29 CM57 山口　亜沙斗 三日月中 佐賀 × WO 〇 西本　麗央 力合中 熊本

30 CM57 吉永　羚将 平良中 沖縄 〇 RSC × 上野　珠佑 郡中 長崎

31 SM31 八谷　徹真 高木瀬小 佐賀 × RSC 〇 中竹　蒼空 白坪小 熊本

32 SM34 新垣　輝真 志真志小 沖縄 × WP 〇 川野　琉夏 金立小 佐賀

33 CM36 南里　奏凱 三日月中 佐賀 × WP 〇 瀬戸山　稜人 日章学園中 宮崎

34 CM39 山田　心 日章学園中 宮崎 〇 WP × 中嶋　愛士 古蔵中 沖縄

35 CM42 筒井　颯人 城北中 佐賀 × WP 〇 所　純平 日章学園中 宮崎

36 CM45 中山　聖也 和白丘中 福岡 〇 RSC × 奈須　皇河 日章学園中 宮崎

37 CM48 圖師　安蓮 日章学園中 宮崎 〇 RSC × 久原　悠人 牛津中 佐賀

38 CM51 村上　雅喜 龍田中 熊本 〇 WP × 宮本　大輝 大宮中 宮崎

39 CM54 東　虎之介 高崎中 宮崎 〇 RSC × 近藤　盤 吉井中 長崎

40 CM57 西本　麗央 力合中 熊本 × RSC 〇 吉永　羚将 平良中 沖縄
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