
平成２６年１１月３０日～１２月４日平成２６年１１月３０日～１２月４日平成２６年１１月３０日～１２月４日平成２６年１１月３０日～１２月４日プラサヴェルデプラサヴェルデプラサヴェルデプラサヴェルデ12/112/112/112/1 12/212/212/212/2 12/312/312/312/3 12/412/412/412/4ライトフライ級ライトフライ級ライトフライ級ライトフライ級

フライ級フライ級フライ級フライ級

バンタム級バンタム級バンタム級バンタム級
TKO1R2:12WP0-3

12/112/112/112/1 12/212/212/212/2 12/312/312/312/3 12/412/412/412/4

）））） WP3-0根本　正蔵根本　正蔵根本　正蔵根本　正蔵 （（（（ 栃木栃木栃木栃木 ：：：：（（（（ 兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： 株式会社セイバン株式会社セイバン株式会社セイバン株式会社セイバン
平成２６年度　第６６回全日本社会人ボクシング選手権大会平成２６年度　第６６回全日本社会人ボクシング選手権大会平成２６年度　第６６回全日本社会人ボクシング選手権大会平成２６年度　第６６回全日本社会人ボクシング選手権大会

佐々木　洋輔佐々木　洋輔佐々木　洋輔佐々木　洋輔 （（（（ 宮城宮城宮城宮城 ：：：： (有)東部警備保障(有)東部警備保障(有)東部警備保障(有)東部警備保障 ）））） WP0-3丸山　勇人丸山　勇人丸山　勇人丸山　勇人

佐武佐武佐武佐武

杉田杉田杉田杉田

竹中　昂平竹中　昂平竹中　昂平竹中　昂平 （（（（ 東京東京東京東京 ：：：： フジクリーン工業㈱フジクリーン工業㈱フジクリーン工業㈱フジクリーン工業㈱ ）））） WP0-3 大城大城大城大城株式会社ケアサービス株式会社ケアサービス株式会社ケアサービス株式会社ケアサービス ）））） TKO1R1:56埼玉埼玉埼玉埼玉 ：：：： 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校 ））））下河　博史下河　博史下河　博史下河　博史 （（（（大城　雄真大城　雄真大城　雄真大城　雄真 （（（（佐藤　勇太佐藤　勇太佐藤　勇太佐藤　勇太 （（（（ 青森青森青森青森 ：：：：
：：：： 三菱自動車三菱自動車三菱自動車三菱自動車 ））））

WP3-0㈱トーモク青森㈱トーモク青森㈱トーモク青森㈱トーモク青森 ）））） WP0-3福岡福岡福岡福岡 ：：：： 秀房秀房秀房秀房 ）））） WP3-0大谷　葵大谷　葵大谷　葵大谷　葵 （（（（ 福島福島福島福島 ：：：： ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福島桑折店ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福島桑折店ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福島桑折店ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福島桑折店 ））））洲脇　盛光洲脇　盛光洲脇　盛光洲脇　盛光 （（（（ 岡山岡山岡山岡山
宮城宮城宮城宮城 ：：：： 新和商事㈱新和商事㈱新和商事㈱新和商事㈱ ））））

WP0-3佐武　寛司佐武　寛司佐武　寛司佐武　寛司 （（（（ 和歌山和歌山和歌山和歌山 ：：：： 和歌山さくら支援学校和歌山さくら支援学校和歌山さくら支援学校和歌山さくら支援学校 ）））） WP3-0横元　謙太朗横元　謙太朗横元　謙太朗横元　謙太朗 （（（（ TKO1R0:51高橋　基英高橋　基英高橋　基英高橋　基英 （（（（ 埼玉埼玉埼玉埼玉 ：：：： 未来出版未来出版未来出版未来出版 ）））） WP0-3川合　丈川合　丈川合　丈川合　丈 （（（（ 東京東京東京東京 ：：：： やよい軒やよい軒やよい軒やよい軒 ）））） WP1-2佐藤　雄亮佐藤　雄亮佐藤　雄亮佐藤　雄亮 （（（（ 茨城茨城茨城茨城 ：：：： 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校 ）））） WP1-2大川　智行大川　智行大川　智行大川　智行 （（（（
山口山口山口山口 ：：：： (有)横元工務店(有)横元工務店(有)横元工務店(有)横元工務店 ））））

上岡　翔也上岡　翔也上岡　翔也上岡　翔也 （（（（ 愛知愛知愛知愛知 ：：：：及川　貴仁及川　貴仁及川　貴仁及川　貴仁 （（（（ 北海道北海道北海道北海道 ：：：： 北越物流㈱北越物流㈱北越物流㈱北越物流㈱ ）））） TKO2R3:06WP1-2㈱キャリアホース㈱キャリアホース㈱キャリアホース㈱キャリアホース ））））㈱スイッチ㈱スイッチ㈱スイッチ㈱スイッチ ））））竹内　健二竹内　健二竹内　健二竹内　健二 （（（（ 新潟新潟新潟新潟 ：：：： WP0-3浅川　恭宏浅川　恭宏浅川　恭宏浅川　恭宏 （（（（ 福井福井福井福井 ：：：： ホクショーホクショーホクショーホクショー ）））） WP1-2金中　拳児金中　拳児金中　拳児金中　拳児 （（（（ 岡山岡山岡山岡山 ：：：： 三菱自動車三菱自動車三菱自動車三菱自動車 ）））） TKO3R1:48吉村　賢斗吉村　賢斗吉村　賢斗吉村　賢斗 （（（（ 埼玉埼玉埼玉埼玉 ：：：： 自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校自衛隊体育学校 ））））藤森　健児藤森　健児藤森　健児藤森　健児 （（（（ 千葉千葉千葉千葉 ：：：： 警視庁第三機動隊警視庁第三機動隊警視庁第三機動隊警視庁第三機動隊 ））））））））：：：： ㈱ライフコーポレーション㈱ライフコーポレーション㈱ライフコーポレーション㈱ライフコーポレーション TKO2R0:27熊谷　聖也熊谷　聖也熊谷　聖也熊谷　聖也 （（（（ 宮城宮城宮城宮城 ：：：： 東北リーガルシューズ㈱東北リーガルシューズ㈱東北リーガルシューズ㈱東北リーガルシューズ㈱ ））））杉田　大祐杉田　大祐杉田　大祐杉田　大祐 （（（（ 東京東京東京東京 WP3-0山下　裕太山下　裕太山下　裕太山下　裕太 （（（（ 静岡静岡静岡静岡 ：：：： ㈱セイセイトラフィック㈱セイセイトラフィック㈱セイセイトラフィック㈱セイセイトラフィック ）））） WP3-0藏満　大志藏満　大志藏満　大志藏満　大志 （（（（ WP3-0木村　元祐木村　元祐木村　元祐木村　元祐 （（（（ 兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： 株式会社カネヒロ株式会社カネヒロ株式会社カネヒロ株式会社カネヒロ ））））鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島 ：：：： 日本アルコール産業㈱日本アルコール産業㈱日本アルコール産業㈱日本アルコール産業㈱ ））））



ライト級ライト級ライト級ライト級

ライトウェルター級ライトウェルター級ライトウェルター級ライトウェルター級 WP1-2
TKO2R1:18ウェルター級ウェルター級ウェルター級ウェルター級

浅井浅井浅井浅井

井上井上井上井上

：：：： 北広島市役所北広島市役所北広島市役所北広島市役所 ））））森　洸森　洸森　洸森　洸 （（（（ 東京東京東京東京 ：：：： 茶らく東京駅ｷｯﾁﾝｽﾄﾘｰﾄ茶らく東京駅ｷｯﾁﾝｽﾄﾘｰﾄ茶らく東京駅ｷｯﾁﾝｽﾄﾘｰﾄ茶らく東京駅ｷｯﾁﾝｽﾄﾘｰﾄ ）））） WP2-1清野　雅俊清野　雅俊清野　雅俊清野　雅俊 （（（（ 新潟新潟新潟新潟 ：：：： アーク引越センターアーク引越センターアーク引越センターアーク引越センター ））））及川　翔太及川　翔太及川　翔太及川　翔太 （（（（ 北海道北海道北海道北海道
愛媛愛媛愛媛愛媛 ：：：： 総合塗装　八光総合塗装　八光総合塗装　八光総合塗装　八光 ））））

WP3-0川田　宏史川田　宏史川田　宏史川田　宏史 （（（（ 群馬群馬群馬群馬 ：：：： 県農業試験センター県農業試験センター県農業試験センター県農業試験センター ）））） WP3-0青木　聡青木　聡青木　聡青木　聡 （（（（ WP0-3山口　一郎山口　一郎山口　一郎山口　一郎 （（（（ 兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： 太陽石油株式会社太陽石油株式会社太陽石油株式会社太陽石油株式会社 ）））） WO山内　連也山内　連也山内　連也山内　連也 （（（（ TKO1R2:51柳澤　裕佑柳澤　裕佑柳澤　裕佑柳澤　裕佑 （（（（ 静岡静岡静岡静岡 ：：：： 汗管興業㈱汗管興業㈱汗管興業㈱汗管興業㈱ ））））
埼玉埼玉埼玉埼玉 ：：：： 日本文教出版株式会社日本文教出版株式会社日本文教出版株式会社日本文教出版株式会社 ）））） KO2R2:50浅井　大貴浅井　大貴浅井　大貴浅井　大貴 （（（（ 大阪大阪大阪大阪 ：：：： 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 ）））） WP3-0川村　尚川村　尚川村　尚川村　尚 （（（（ 青森青森青森青森 ：：：： 彦庵彦庵彦庵彦庵 ））））

：：：： 東日本旅客鉄道㈱東日本旅客鉄道㈱東日本旅客鉄道㈱東日本旅客鉄道㈱ ））））瀧野　貴之瀧野　貴之瀧野　貴之瀧野　貴之 （（（（ 福島福島福島福島 ：：：： 医療法人医療法人医療法人医療法人北福島医療ｾﾝﾀｰ ）））） WP0-3富山　斎富山　斎富山　斎富山　斎 （（（（ 東京東京東京東京 ：：：： ﾏｰｹｯﾄ　ﾒｰｶｰｽﾞ　ｲﾝｸﾏｰｹｯﾄ　ﾒｰｶｰｽﾞ　ｲﾝｸﾏｰｹｯﾄ　ﾒｰｶｰｽﾞ　ｲﾝｸﾏｰｹｯﾄ　ﾒｰｶｰｽﾞ　ｲﾝｸ ））））大泉　峻大泉　峻大泉　峻大泉　峻 （（（（ 宮城宮城宮城宮城
広島広島広島広島 ：：：： 大竹ボクシングクラブ大竹ボクシングクラブ大竹ボクシングクラブ大竹ボクシングクラブ ））））

TKO1R2:56前田　功貴前田　功貴前田　功貴前田　功貴 （（（（ 愛知愛知愛知愛知 ：：：： トヨタ自動車㈱トヨタ自動車㈱トヨタ自動車㈱トヨタ自動車㈱ ）））） TKO1R2:32井上　浩樹井上　浩樹井上　浩樹井上　浩樹 （（（（ WP2-1早坂　学早坂　学早坂　学早坂　学 （（（（ 北海道北海道北海道北海道 ：：：： ㈱マレッジパートナー㈱マレッジパートナー㈱マレッジパートナー㈱マレッジパートナー ）））） TKO3R0:36田村　勇人田村　勇人田村　勇人田村　勇人 （（（（
常盤薬品工業㈱常盤薬品工業㈱常盤薬品工業㈱常盤薬品工業㈱ ））））兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： 株式会社博報堂株式会社博報堂株式会社博報堂株式会社博報堂 ））））杉原　忠杉原　忠杉原　忠杉原　忠 （（（（ 三重三重三重三重 ：：：：

和歌山和歌山和歌山和歌山 ：：：： 株式会社目良建設株式会社目良建設株式会社目良建設株式会社目良建設 ）））） TKO3R0:45三宅　善寛三宅　善寛三宅　善寛三宅　善寛 （（（（ 岡山岡山岡山岡山 ：：：： ㈱ナカシマプロペラ㈱ナカシマプロペラ㈱ナカシマプロペラ㈱ナカシマプロペラ ）））） WP0-3佐藤　大樹佐藤　大樹佐藤　大樹佐藤　大樹 （（（（
東京東京東京東京 ：：：： 佐川急便佐川急便佐川急便佐川急便 ））））中村　吉秀中村　吉秀中村　吉秀中村　吉秀 （（（（竹田　通成竹田　通成竹田　通成竹田　通成 （（（（ WP0-3 佐藤佐藤佐藤佐藤DQ2R2:37荒井　亨介荒井　亨介荒井　亨介荒井　亨介 （（（（ 兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： 森永乳業株式会社森永乳業株式会社森永乳業株式会社森永乳業株式会社 ）））） TKO1R1:56））））和歌山和歌山和歌山和歌山 ：：：： ㈱イグザムジャパン㈱イグザムジャパン㈱イグザムジャパン㈱イグザムジャパン ））））（（（（ 愛知愛知愛知愛知 ：：：： ＡＥＯＮＡＥＯＮＡＥＯＮＡＥＯＮ

県競技力向上対策本部県競技力向上対策本部県競技力向上対策本部県競技力向上対策本部 ））））
WP0-3佐藤　択磨佐藤　択磨佐藤　択磨佐藤　択磨 （（（（ 北海道北海道北海道北海道 ：：：： ㈱ティップネス㈱ティップネス㈱ティップネス㈱ティップネス ））））松井　敦史松井　敦史松井　敦史松井　敦史

福森　雄太福森　雄太福森　雄太福森　雄太 （（（（ 愛媛愛媛愛媛愛媛 ：：：： WP2-1石橋　陽介石橋　陽介石橋　陽介石橋　陽介 （（（（ 福井福井福井福井 ：：：： アイシン・ｴｲ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業アイシン・ｴｲ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業アイシン・ｴｲ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業アイシン・ｴｲ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業 ）））） TKO1R1:48

TKO3R2:28



12/112/112/112/1 12/212/212/212/2 12/312/312/312/3 12/412/412/412/4ミドル級ミドル級ミドル級ミドル級

ライトヘライトヘライトヘライトヘビビビビー級ー級ー級ー級ヘヘヘヘビビビビー級ー級ー級ー級

田尻田尻田尻田尻宮本　宮本　宮本　宮本　周宰周宰周宰周宰 （（（（ 兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： エレコム株式会社エレコム株式会社エレコム株式会社エレコム株式会社 ）））） WP0-3田田田田尻尻尻尻　真也　真也　真也　真也 （（（（ 和歌山和歌山和歌山和歌山 ：：：： 和歌山和歌山和歌山和歌山県警県警県警県警 ）））） TKO1R2:24森野　森野　森野　森野　晋治晋治晋治晋治 （（（（ 豊豊豊豊島島島島病院病院病院病院 ）））） TKO2R2:10陸陸陸陸川　真川　真川　真川　真哉哉哉哉 （（（（ 新潟新潟新潟新潟 ：：：： ）））） TKO2R1:42久保久保久保久保　健二　健二　健二　健二 （（（（ 東京東京東京東京 ：：：：北海道北海道北海道北海道 ：：：： 室蘭工業高等学校室蘭工業高等学校室蘭工業高等学校室蘭工業高等学校 ）））） WP1-2高根澤　高根澤　高根澤　高根澤　良良良良太太太太 （（（（ 栃木栃木栃木栃木 ：：：： 白沢自動車工業白沢自動車工業白沢自動車工業白沢自動車工業 ）））） TKO1R1:33福田　福田　福田　福田　章央章央章央章央 （（（（
神奈神奈神奈神奈川川川川 ：：：： ㈱丸屋 神奈川製作所㈱丸屋 神奈川製作所㈱丸屋 神奈川製作所㈱丸屋 神奈川製作所 ））））

：：：： NTTファシリティーズNTTファシリティーズNTTファシリティーズNTTファシリティーズ ））））
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