
小学生低学年女子 120cm以下 第１位 遠藤　奈々実 吉永ボクシングジム 佐賀県
小学生高学年女子 135ｃｍ以下 第１位 吉永　有咲 吉永ボクシングジム 佐賀県
小学生高学年女子 136～145ｃｍ 第１位 河野　莉美 宇佐ジム 大分県

第１位 三浦　美姫 日向ボクシング教室 宮崎県
第２位 片岡　楓 下関MSBフィットネス 山口県
第１位 楠原　拳 A SIDE BOXING FITNESS CLUB 千葉県
第２位 杉田　勇気 ワタナベボクシングジム 東京都
第１位 姜　陽斗 タカイシボクシング 大阪府
第２位 廣崎 　優斗 アッパー木曽川ジム 愛知県
第１位 金子　翔一 モリシタボクシングジム 京都府
第２位 齊藤　源騎 杉澤ボクシングジム 新潟県
第１位 利光　琉星 宇佐ジム 大分県
第２位 岡田　凛太 矢代ボクシング 埼玉県
第１位 野副　丈一郎 吉永ボクシングジム 佐賀県
第２位 山下　裕次郎 矢代ボクシング 埼玉県
第１位 原田　龍一 やまぐちボクシングクラブ 山口県
第２位 村松　丈慈 矢代ボクシング 埼玉県

中学生女子 151～160ｃｍ 第１位 松原　弥仔 やまぐちボクシングクラブ 山口県
中学生男子 151～160ｃｍ 第１位 松舘　志 盛岡協会 岩手県
中学生男子 161ｃｍ以上 第１位 松原　マテオ モリシタボクシングジム 京都府
高校生女子 155～165ｃｍ 第１位 岩佐　愛華 松山工業高校 愛媛県

第１位 草水　曹賀 髙松工芸高校 香川県
第２位 宮原　元 日章学園高校 宮崎県
第１位 竹本　爽太郎 日章学園高校 宮崎県
第２位 角野　力優 モリシタボクシングジム 京都府
第１位 星野　心杏 矢代ボクシング 埼玉県
第２位 志賀　成珠 北海学園大学ボクシング部 北海道
第１位 南保　咲空 北海学園大学ボクシング部 北海道
第２位 島崎　愛子 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県

U30女子 166ｃｍ以上 第１位 松村　彩香 矢代ボクシング 埼玉県
U40女子 155ｃｍ以下 第１位 三宅　美鶴 ウネハラジム 宮崎県

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 仁木　美由紀 シュガーナックル松江 島根県

U60女子 155ｃｍ以下 第１位 藤田　映子 清拳ジム 北海道
第１位 柴田　博美 京都西院ボクシングジム 京都府
第２位 川代　美穂 紋別ボクシング協会 北海道

U60女子 166ｃｍ以上 第１位 里見　直美 北見ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道
第１位 河野　彰子 北見ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道
第２位 倉村　智恵美 東村山スポーツボクシングジム 東京都
第１位 橋本　優作 清拳ジム 北海道
第２位 福島　員生 杉澤ボクシングジム 新潟県
第１位 松木　健太 慶應義塾大学 神奈川県
第２位 岩切　琳汰郎 日向ボクシング教室 宮崎県
第１位 小松　由憲 京都西院ボクシングジム 京都府
第２位 佐竹　神功 チカミボクシングジム 徳島県
第１位 秋吉　健志郎 日章学園高校 宮崎県
第２位 小田　貴大 清拳ジム 北海道
第１位 中西　誠 王寺工業高校 奈良県
第２位 山本　善和 やまぐちボクシングクラブ 山口県
第１位 冨田　功 BOXSPORTS 熊本県
第２位 竹ノ脇　智秋 鹿児島工業高校 鹿児島県
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 中村　匡一 熊本市立城山小学校 熊本県
第１位 柳迫　理平 中央林間ボクシングスタジオ 神奈川県
第２位 蔦谷　英晶 ヒロジム 青森県

U70男子 161ｃｍ以下 第１位 佐々木　幸光 ウネハラジム 宮崎県
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２位 前﨑　真 YUBAX 宮崎県
第１位 吉田　裕一 ウネハラジム 宮崎県
第２位 松岡　一磨 九州学院高等学校 熊本県

シルバーエイジ男子 161ｃｍ以下 第１位 萩原　利文 宮崎市ボクシング 宮崎県

　　　最優秀選手賞 草水　曹賀 香川県
　　　優秀選手賞 南保　咲空 北海道 北海学園大学ボクシング部
　　　敢闘賞 利光　琉星 大分県

第１回全日本マスボクシング大会　入賞・特別賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日程　令和３年１１月６日（土）・７日（日）

                                                                                               会場　宮崎県えびの市真幸（まさき）地区体育館

髙松工芸高校

宇佐ジム

小学生低学年男子 131ｃｍ以上

121～130ｃｍ

小学生高学年女子 146ｃｍ以上

小学生低学年男子 120cm以下

小学生低学年男子

161ｃｍ～170ｃｍU30男子

高校生男子 161～170ｃｍ

160ｃｍ以下高校生男子

U30女子 156ｃｍ～165ｃｍ

135ｃｍ以下小学生高学年男子

171ｃｍ以上U70男子

U70男子 161ｃｍ～170ｃｍ

146ｃｍ以上小学生高学年男子

小学生高学年男子 136～145ｃｍ

U60男子 171ｃｍ以上

161ｃｍ～170ｃｍU60男子

U40男子 161ｃｍ～170ｃｍ

171ｃｍ以上U30男子

U70女子 156ｃｍ～165ｃｍ

U60女子 156ｃｍ～165ｃｍ

171ｃｍ以上U50男子

U50男子 161ｃｍ～170ｃｍ

171ｃｍ以上U40男子

155ｃｍ以下U30女子

U50女子 156ｃｍ～165ｃｍ


