
試合
順

試合
番号

階級
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1 B85 P 埼玉県 花咲徳栄高等学校 遠藤　康生 山田　侑輝 高松工芸高等学校 香川県 11:00
2 B86 P 宮崎県 日章学園高等学校 村上　一成 澤井　啓希 岐阜工業高等学校 岐阜県

3 B87 P 高知県 岡豊高等学校 島村　紫園 吉田　太雅 崇徳高等学校 広島県

4 B88 P 福岡県 東福岡高等学校 中山　聖也 安食　　諒哉 日本大学山形高等学校 山形県

5 B89 LF 徳島県 吉野川高等学校 柏木　太郎 俣野　琉樹 京都廣学館高等学校 京都府

6 B90 LF 兵庫県 神戸第一高等学校 寺下　列 谷　晃蔵 新田高等学校 愛媛県

7 B91 LF 神奈川県 荏田高等学校 遠藤　龍匠 近藤　良 享栄高等学校 愛知県 １１：００～ 12:00
8 B92 LF 福島県 福島北高等学校 阿部　拳志 山下　心一 東福岡高等学校 福岡県 1試合目終了後

9 B93 F 愛知県 享栄高等学校 村田　碧 大井　耀 太宰府高等学校 福岡県 2試合目終了後

10 B94 F 千葉県 習志野高等学校 石田　歩 川瀨　一葉 熊本農業高等学校 熊本県 3試合目終了後

11 B95 F 京都府 京都すばる高等学校 中野　泰誠 小川　悠希 作新学院高等学校 栃木県 4試合目終了後

12 B96 F 沖縄県 浦添高等学校 津嘉山　迅 山下　学人 日章学園高等学校 宮崎県 5試合目終了後

13 B97 B 岐阜県 中京高等学校 武藤　涼太 川口　大空 新田高等学校 愛媛県 １２：００～ 13:00
14 B98 B 佐賀県 佐賀西高等学校 片渕　薫人 角田　　琉星 日本大学山形高等学校 山形県 ７試合目終了後

15 B99 B 青森県 青森山田高等学校 伊藤　優希 島畑　翔 習志野高等学校 千葉県 ８試合目終了後

16 B100 B 愛知県 菊華高等学校 横井　貫大 謝花　海光 日章学園高等学校 宮崎県 ９試合目終了後

17 B101 L 京都府 朱雀高等学校 中村　斗紀 山川　空蒼 久居高等学校 三重県 １０試合目終了後

18 B102 L 北海道 札幌創成高等学校 川上　真生 片渕　岬希 東福岡高等学校 福岡県 １１試合目終了後

19 B103 L 宮城県 宮城県農業高等学校 平井　純粋 岡崎　翔 武相高等学校 神奈川県 １３：００～ 14:00
20 B104 L 和歌山県 和歌山工業高等学校 藤井　永愛 秋元　啓介 青森山田高等学校 青森県 １３試合目終了後

21 B105 LW 千葉県 習志野高等学校 鎌田　士竜 山田　幸多 王寺工業高等学校 奈良県 １４試合目終了後

22 B106 LW 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 上村　聖太 菊田　潮 宮城県農業高等学校 宮城県 １５試合目終了後

23 B107 LW 北海道 札幌工業高等学校 桐越　舜 勝又　俊 武相高等学校 神奈川県 １６試合目終了後

24 B108 LW 兵庫県 飾磨工業高等学校 中井　敬翔 六井　和 開志学園高等学校 新潟県 １７試合目終了後

25 B109 W 青森県 弘前工業高等学校 浜田　実來 渡邊　柊弥 飛龍高等学校 静岡県 １４：００～ 15:00
26 B110 W 福島県 勿来工業高等学校 松本　風毅 和賀　龍希 水沢工業高等学校 岩手県 １９試合目終了後

27 B111 W 北海道 札幌工業高等学校 荻野　照平 石井　　翔 日本大学山形高等学校 山形県 ２０試合目終了後

28 B112 W 佐賀県 白石高等学校 堀田　陸志 川村　萌斗 開志学園高等学校 新潟県 ２１試合目終了後

29 B113 M 北海道 札幌工業高等学校 川村　陸 田中　那知 鶴崎工業高等学校 大分県 ２２試合目終了後

30 B114 M 栃木県 作新学院高等学校 シルバイエ　シュア 西添　陸斗 東福岡高等学校 福岡県 ２３試合目終了後

31 B115 M 香川県 高松工芸高等学校 林　巧己 藤山　成悟 上市高等学校 富山県 ２４試合目終了後

32 B116 M 熊本県 東海大学付属熊本星翔高等学校 井上　舜矢 川端　響喜 米子高等学校 鳥取県 ２５試合目終了後
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令和４年７月３０日（土）

令和４年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会 第７６回全国高等学校ボクシング選手権大会
会場　南国市立スポーツセンター(高知県)
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