
（（（（総合健診総合健診総合健診総合健診））））

　

RSC
2R 1'38

P 3.0 - 5.3

P 4.7 - 1.3

P 3.3 - 8.7

((((名古屋工業高等学校名古屋工業高等学校名古屋工業高等学校名古屋工業高等学校))))

武武武武 山山山山 祐祐祐祐 輝輝輝輝 ((((岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校))))

RSC
3R 2'03

【【【【BBBB級級級級】】】】((((バンタムバンタムバンタムバンタム））））

河河河河 野野野野 圭圭圭圭 汰汰汰汰 ((((浜松工業高等学校浜松工業高等学校浜松工業高等学校浜松工業高等学校))))

佐佐佐佐 藤藤藤藤 政政政政 法法法法 ((((北星高等学校北星高等学校北星高等学校北星高等学校))))

五五五五 十十十十 嵐嵐嵐嵐 嵩嵩嵩嵩 視視視視

((((浜松工業高等学校浜松工業高等学校浜松工業高等学校浜松工業高等学校))))

田田田田 中中中中 亮亮亮亮 明明明明 ((((中中中中京京京京高高高高等等等等学学学学校校校校))))

【【【【FFFF級級級級】】】】((((フライフライフライフライ))))

河河河河 野野野野 圭圭圭圭 汰汰汰汰

平成平成平成平成23232323年度年度年度年度　　　　東海高等学校総合体育大会東海高等学校総合体育大会東海高等学校総合体育大会東海高等学校総合体育大会ボクシングボクシングボクシングボクシング競技競技競技競技

会　場　　飛龍高等学校
6666月月月月18181818日日日日 6666月月月月19191919日日日日

藤藤藤藤 井井井井 将将将将 ((((久居高等学校久居高等学校久居高等学校久居高等学校))))

((((稲生高等学校稲生高等学校稲生高等学校稲生高等学校))))

田田田田 中中中中 恒恒恒恒 成成成成

高高高高 岡岡岡岡 元元元元 気気気気

竹竹竹竹 嶋嶋嶋嶋 宏宏宏宏 心心心心 ((((守山高等学校守山高等学校守山高等学校守山高等学校))))

【【【【LFLFLFLF級級級級】】】】((((ライトフライライトフライライトフライライトフライ））））

大大大大 杉杉杉杉 翔翔翔翔 太太太太

P  8.0 - 3.0

RSC
3R 0'37

P 5.0 - 2.7

期　日    　　平成23年6月18日・19日

菅菅菅菅 野野野野 鉄鉄鉄鉄 平平平平 ((((飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校))))

((((中中中中京京京京高高高高等等等等学学学学校校校校))))

((((浜松工業高等学校浜松工業高等学校浜松工業高等学校浜松工業高等学校))))

【【【【PPPP級級級級】】】】((((ピンピンピンピン))))

坪坪坪坪 井井井井 智智智智 也也也也

((((守山高等学校守山高等学校守山高等学校守山高等学校))))

田田田田 中中中中 恒恒恒恒 成成成成 ((((中京高等学校中京高等学校中京高等学校中京高等学校))))

戸戸戸戸 谷谷谷谷 彰彰彰彰 宏宏宏宏 ((((名古屋工業高等学校名古屋工業高等学校名古屋工業高等学校名古屋工業高等学校))))

P 1.0 - 3.0

RSC
3R1'52

P 1.3 - 3.3

P 3.3 - 9.3

辻辻辻辻 三三三三 貴貴貴貴 也也也也 ((((亀山高等学校亀山高等学校亀山高等学校亀山高等学校))))

田田田田 中中中中 亮亮亮亮 明明明明 ((((中京高等学校中京高等学校中京高等学校中京高等学校))))

((((岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校))))

奥奥奥奥 田田田田 和和和和 輝輝輝輝 ((((久居高等学校久居高等学校久居高等学校久居高等学校))))

鈴鈴鈴鈴 木木木木 将将将将

P 1.0 - 4.7

奈奈奈奈 良良良良 楓楓楓楓 也也也也 ((((飛飛飛飛龍龍龍龍高高高高等等等等学学学学校校校校))))

奈奈奈奈 良良良良 楓楓楓楓 也也也也 ((((飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校))))

((((岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校))))

小小小小 沼沼沼沼 侑侑侑侑 暉暉暉暉 ((((飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校))))

西西西西 野野野野 智智智智 貴貴貴貴 ((((岡崎工業高等学校岡崎工業高等学校岡崎工業高等学校岡崎工業高等学校))))

古古古古 市市市市 龍龍龍龍 平平平平 ((((久居高等学校久居高等学校久居高等学校久居高等学校))))

但但但但 馬馬馬馬 ミミミミ ツツツツ ロロロロ ((((亨栄高等学校亨栄高等学校亨栄高等学校亨栄高等学校))))

【【【【LLLLｗｗｗｗ級級級級】】】】((((ライトウェルターライトウェルターライトウェルターライトウェルター））））

小小小小 野野野野 木木木木 琢琢琢琢 人人人人

小小小小 野野野野 木木木木 琢琢琢琢 人人人人 ((((岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校))))

P 2.3 - 4.3

村村村村 松松松松 寿寿寿寿 樹樹樹樹 ((((常葉学園菊川高等学校常葉学園菊川高等学校常葉学園菊川高等学校常葉学園菊川高等学校))))

((((多治見工業高等学校多治見工業高等学校多治見工業高等学校多治見工業高等学校))))

尾尾尾尾 関関関関 翔翔翔翔 太太太太 ((((名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校))))

岩岩岩岩 田田田田 侑侑侑侑 磨磨磨磨 ((((岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校))))

河河河河 野野野野 将将将将 太太太太 ((((多治見工業高等学校多治見工業高等学校多治見工業高等学校多治見工業高等学校))))

【【【【WWWW級級級級】】】】((((ウェルターウェルターウェルターウェルター））））

前前前前 川川川川 真真真真 也也也也 ((((久居農林高等学校久居農林高等学校久居農林高等学校久居農林高等学校))))

小小小小 泉泉泉泉 雅雅雅雅 誉誉誉誉 ((((久居農林高等学校久居農林高等学校久居農林高等学校久居農林高等学校))))

河河河河 野野野野 将将将将 太太太太

奥奥奥奥 田田田田 隆隆隆隆 旭旭旭旭 ((((飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校飛龍高等学校))))

岩岩岩岩 田田田田 侑侑侑侑 磨磨磨磨

((((名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校))))

ﾔﾔﾔﾔ ﾊﾊﾊﾊ ﾞ゙゙゙ ｼｼｼｼ ・・・・ ﾁﾁﾁﾁ ｬｬｬｬ ｰーーー ﾀﾀﾀﾀ ｲｲｲｲ ((((名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校名古屋工学院専門学校))))

大大大大 橋橋橋橋 契契契契 耶耶耶耶 ((((岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校))))

P 2.7 - 8.3 ﾔﾔﾔﾔ ﾊﾊﾊﾊ ﾞ゙゙゙ ｼｼｼｼ ・・・・ ﾁﾁﾁﾁ ｬｬｬｬ ｰーーー ﾀﾀﾀﾀ ｲｲｲｲ

P 5.3 - 0.7

【【【【MMMM級級級級】】】】((((ミドルミドルミドルミドル））））

P 4.0 - 4.7

キケン
2R 0'51

P 2.3 - 5.3

P 5.0 - 5.3

P 7.0 - 6.0

P 6.0 - 6.7

P 5.0 - 4.0

((((岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校岐阜工業高等学校))))

【【【【LLLL級級級級】】】】((((ライトライトライトライト））））


