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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 TKO2R1:05
フライ級フライ級フライ級フライ級

加藤　夕季加藤　夕季加藤　夕季加藤　夕季 （（（（ 佐賀佐賀佐賀佐賀 ：：：： 佐賀女子高校佐賀女子高校佐賀女子高校佐賀女子高校平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会ジュニアの部平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会ジュニアの部平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会ジュニアの部平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会ジュニアの部中村　ありさ中村　ありさ中村　ありさ中村　ありさ （（（（ 群馬群馬群馬群馬 ：：：： 館林女子高校館林女子高校館林女子高校館林女子高校 ））））岐阜岐阜岐阜岐阜 ：：：： 多治見北高校多治見北高校多治見北高校多治見北高校 ）））） 楠楠楠楠板倉　奈緒板倉　奈緒板倉　奈緒板倉　奈緒 （（（（ 千葉千葉千葉千葉 ：：：： 幕張総合高校幕張総合高校幕張総合高校幕張総合高校 ）））） TKO1R0:46山田　夏冴山田　夏冴山田　夏冴山田　夏冴 （（（（ 奈良朱雀高校奈良朱雀高校奈良朱雀高校奈良朱雀高校 ）））））））） TKO1R2:02TKO1R0:45 WP0-3楠　ほまれ楠　ほまれ楠　ほまれ楠　ほまれ （（（（ 奈良奈良奈良奈良 ：：：： TKO1R1:35瀬川　紗代瀬川　紗代瀬川　紗代瀬川　紗代 （（（（ 青森青森青森青森 ：：：： 青森北高校青森北高校青森北高校青森北高校 ）））） WP0-3仲田　輪幸仲田　輪幸仲田　輪幸仲田　輪幸 （（（（篠谷　歩篠谷　歩篠谷　歩篠谷　歩 （（（（ 福井福井福井福井 ：：：：：：：： 多治見工業高校多治見工業高校多治見工業高校多治見工業高校 ））））山梨山梨山梨山梨 ：：：： 甲府商業高校甲府商業高校甲府商業高校甲府商業高校 ））））羽水高校羽水高校羽水高校羽水高校 ）））） WP2-1中島　礼葉中島　礼葉中島　礼葉中島　礼葉 （（（（ 群馬群馬群馬群馬 ：：：： 館林女子高校館林女子高校館林女子高校館林女子高校 ））））水野　礼菜水野　礼菜水野　礼菜水野　礼菜 （（（（ 岐阜岐阜岐阜岐阜 TKO2R1:40野崎　麗香野崎　麗香野崎　麗香野崎　麗香 （（（（ 愛知愛知愛知愛知 ：：：： 名古屋工学院専門校名古屋工学院専門校名古屋工学院専門校名古屋工学院専門校 ）））） TKO1R1:51小村　つばさ小村　つばさ小村　つばさ小村　つばさ （（（（林　彩音林　彩音林　彩音林　彩音 （（（（ 富山富山富山富山 ：：：：熊本熊本熊本熊本 ：：：： 東海大熊本星翔高校東海大熊本星翔高校東海大熊本星翔高校東海大熊本星翔高校 ））））並木　月海並木　月海並木　月海並木　月海 （（（（ 埼玉埼玉埼玉埼玉 ：：：： 秋田中央高校秋田中央高校秋田中央高校秋田中央高校 ）））） TKO3R0:49 並木並木並木並木WP0-3花咲徳栄高校花咲徳栄高校花咲徳栄高校花咲徳栄高校 ）））） TKO3R0:50上市高校上市高校上市高校上市高校 ））））伊藤　愛莉伊藤　愛莉伊藤　愛莉伊藤　愛莉 （（（（ 秋田秋田秋田秋田 ：：：： TKO2R0:51菅野　涼菅野　涼菅野　涼菅野　涼 （（（（ 山形山形山形山形 ：：：： 日本大学山形高校日本大学山形高校日本大学山形高校日本大学山形高校 ）））） TKO2R1:25三宅　菖三宅　菖三宅　菖三宅　菖 （（（（ TKO2R1:25仲里　あおい仲里　あおい仲里　あおい仲里　あおい （（（（ 大阪大阪大阪大阪 ：：：： 大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校香川香川香川香川 ：：：： 高松工芸高校高松工芸高校高松工芸高校高松工芸高校 ））））））））晝田　瑞希晝田　瑞希晝田　瑞希晝田　瑞希 （（（（ 岡山岡山岡山岡山 ：：：： 岡山工業高校岡山工業高校岡山工業高校岡山工業高校 ）））） TKO1R1:45山下　奈都子山下　奈都子山下　奈都子山下　奈都子 （（（（ 熊本熊本熊本熊本 ：：：： 熊本工業高校熊本工業高校熊本工業高校熊本工業高校 ）））） TKO2R2:04宮﨑　杏子　宮﨑　杏子　宮﨑　杏子　宮﨑　杏子　 （（（（ WP0-3佐伯　霞佐伯　霞佐伯　霞佐伯　霞 （（（（ 大阪大阪大阪大阪 ：：：： 大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校香川香川香川香川 ：：：： 高松工芸高校高松工芸高校高松工芸高校高松工芸高校 ）））））））） WP3-0仲田　幸都子仲田　幸都子仲田　幸都子仲田　幸都子 （（（（ 山梨山梨山梨山梨 ：：：： 城西高校城西高校城西高校城西高校 ））））日章学園高校日章学園高校日章学園高校日章学園高校 ）））） WP3-0吉間　瑞希吉間　瑞希吉間　瑞希吉間　瑞希坂口　香菜坂口　香菜坂口　香菜坂口　香菜 （（（（ 宮崎宮崎宮崎宮崎 ：：：： ）））） WP2-1 TKO2R1:57 佐伯佐伯佐伯佐伯（（（（ 群馬群馬群馬群馬 ：：：： 館林女子高校館林女子高校館林女子高校館林女子高校佐藤　澄霞佐藤　澄霞佐藤　澄霞佐藤　澄霞 （（（（ 山形山形山形山形 ：：：：山口　優香山口　優香山口　優香山口　優香 （（（（ 福井福井福井福井 ：：：： WP3-0福井高等学校福井高等学校福井高等学校福井高等学校 ））））日本大学山形高校日本大学山形高校日本大学山形高校日本大学山形高校 ））））



12/112/112/112/1 12/212/212/212/2 12/312/312/312/3 12/412/412/412/4バンタム級バンタム級バンタム級バンタム級フェザー級フェザー級フェザー級フェザー級 WP0-3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
：：：： 水沢工業高校水沢工業高校水沢工業高校水沢工業高校 ）））） TKO2R0:32村田　圭奈美村田　圭奈美村田　圭奈美村田　圭奈美 （（（（ 群馬群馬群馬群馬 ：：：： 館林女子高校館林女子高校館林女子高校館林女子高校 ））））住吉　さくら住吉　さくら住吉　さくら住吉　さくら （（（（ 岩手岩手岩手岩手 TKO2R1:21 河野河野河野河野桺桺桺桺井　妃奈実井　妃奈実井　妃奈実井　妃奈実 （（（（ 大阪大阪大阪大阪 ：：：： 大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校 ）））） WP0-3河野　沙捺河野　沙捺河野　沙捺河野　沙捺 ））））駒方　桃子駒方　桃子駒方　桃子駒方　桃子 （（（（ 大阪大阪大阪大阪 ：：：： 大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校大阪学芸高校（（（（ 静岡静岡静岡静岡 ：：：： 浜松工業高校浜松工業高校浜松工業高校浜松工業高校 ））））片柳　操奈片柳　操奈片柳　操奈片柳　操奈 （（（（ 栃木栃木栃木栃木 ：：：： 白鴎大学足利高校白鴎大学足利高校白鴎大学足利高校白鴎大学足利高校 ）））） TKO1R1:50渡邉　綾音渡邉　綾音渡邉　綾音渡邉　綾音 （（（（ 山形山形山形山形 ：：：： 日本大学山形高校日本大学山形高校日本大学山形高校日本大学山形高校 ））））富山西高校富山西高校富山西高校富山西高校 ）））） TKO1R0:58千葉　史絵千葉　史絵千葉　史絵千葉　史絵菊地　流奈菊地　流奈菊地　流奈菊地　流奈 （（（（ 富山富山富山富山 ：：：： ）））） TKO1R0:40 TKO2R0:24 菊地菊地菊地菊地（（（（ 岩手岩手岩手岩手 ：：：： 水沢工業高校水沢工業高校水沢工業高校水沢工業高校：：：： 花巻農業高校花巻農業高校花巻農業高校花巻農業高校 ））））黒滝　舞衣黒滝　舞衣黒滝　舞衣黒滝　舞衣 （（（（ 青森青森青森青森 ：：：： 五所川原農林高校五所川原農林高校五所川原農林高校五所川原農林高校 ））））ブリット イザベルブリット イザベルブリット イザベルブリット イザベル照井　望友照井　望友照井　望友照井　望友 （（（（ 岩手岩手岩手岩手 ）））） 照井照井照井照井小玉　菜々子小玉　菜々子小玉　菜々子小玉　菜々子 （（（（ 愛知愛知愛知愛知 ：：：： 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 ）））） TKO2R0:27 小玉小玉小玉小玉（（（（ 群馬群馬群馬群馬 ：：：： 館林女子高校館林女子高校館林女子高校館林女子高校
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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

県立中央病院県立中央病院県立中央病院県立中央病院 ）））） TKO2R1:02和田　まどか和田　まどか和田　まどか和田　まどか （（（（ 日連推薦日連推薦日連推薦日連推薦 ：：：： 芦屋大学芦屋大学芦屋大学芦屋大学植村　望植村　望植村　望植村　望 （（（（ 青森青森青森青森 ：：：：
平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会シニアの部平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会シニアの部平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会シニアの部平成２６年度　第１３回全日本女子ボクシング選手権大会シニアの部

浅井　真弓浅井　真弓浅井　真弓浅井　真弓 （（（（ 愛知愛知愛知愛知 ：：：： ＡＢＳ ＣＬＵＢＡＢＳ ＣＬＵＢＡＢＳ ＣＬＵＢＡＢＳ ＣＬＵＢ ））））
桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学 ）））） TKO1R1:48下田　聡美下田　聡美下田　聡美下田　聡美松田　恵里松田　恵里松田　恵里松田　恵里 （（（（ 神奈川神奈川神奈川神奈川 ：：：： ）））） WP0-3）））） WP3-0（（（（ 北海道北海道北海道北海道 ：：：： 中村記念病院中村記念病院中村記念病院中村記念病院奈良奈良奈良奈良 ：：：： 芦屋大学芦屋大学芦屋大学芦屋大学 ））））

永島　順子永島　順子永島　順子永島　順子 TKO3R2:02齊藤　桃果齊藤　桃果齊藤　桃果齊藤　桃果 （（（（ 愛媛愛媛愛媛愛媛 ：：：： 四国医療技術専門校四国医療技術専門校四国医療技術専門校四国医療技術専門校 ））））千本　瑞規千本　瑞規千本　瑞規千本　瑞規 （（（（
WP1-2 TKO2R0:59 和田和田和田和田愛知　加那愛知　加那愛知　加那愛知　加那 （（（（ 長野長野長野長野 ：：：： 信州大学信州大学信州大学信州大学 ）））） WP3-0：：：： 大戸屋大戸屋大戸屋大戸屋 ））））（（（（ 福岡福岡福岡福岡 ：：：： 諸岡整形外科病院諸岡整形外科病院諸岡整形外科病院諸岡整形外科病院 ）））） WP2-0長岡　彩香長岡　彩香長岡　彩香長岡　彩香 （（（（ 宮城宮城宮城宮城 ：：：： 名取市役所名取市役所名取市役所名取市役所 ））））西田　歩西田　歩西田　歩西田　歩 （（（（ 東京東京東京東京
WP3-0金子　智美金子　智美金子　智美金子　智美 （（（（ 埼玉埼玉埼玉埼玉 ：：：：兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： 武庫川女子大大学院武庫川女子大大学院武庫川女子大大学院武庫川女子大大学院 ）））） WP0-3小河原　結寿小河原　結寿小河原　結寿小河原　結寿 （（（（ 岩手岩手岩手岩手 ：：：： 日産自動車日産自動車日産自動車日産自動車 ）））） WP2-1丸尾　彩丸尾　彩丸尾　彩丸尾　彩 （（（（ ））））茶谷　薫茶谷　薫茶谷　薫茶谷　薫 （（（（ 京都京都京都京都 ：：：： プラザ　カプコンプラザ　カプコンプラザ　カプコンプラザ　カプコン ））））

）））） TKO1R2:00飯塚　愛飯塚　愛飯塚　愛飯塚　愛 （（（（ 北海道北海道北海道北海道 ：：：： グーニーズグーニーズグーニーズグーニーズ ））））（（（（ 大阪大阪大阪大阪 ：：：： 大阪経済大学大阪経済大学大阪経済大学大阪経済大学 TKO3R0:48 飯塚飯塚飯塚飯塚飯田　優希飯田　優希飯田　優希飯田　優希 （（（（ 青森青森青森青森 ：：：： 大西商事大西商事大西商事大西商事 ）））） WP3-0青木　花恋青木　花恋青木　花恋青木　花恋

WP3-0伊藤　沙莉伊藤　沙莉伊藤　沙莉伊藤　沙莉 （（（（ 神奈川神奈川神奈川神奈川
：：：： ㈱博報堂ＤＹｷｬﾌﾟｺ㈱博報堂ＤＹｷｬﾌﾟｺ㈱博報堂ＤＹｷｬﾌﾟｺ㈱博報堂ＤＹｷｬﾌﾟｺ ）））） TKO1R1:41：：：： 有限会社美づ葉有限会社美づ葉有限会社美づ葉有限会社美づ葉 ）））） TKO1R1:20

伊藤　沙月伊藤　沙月伊藤　沙月伊藤　沙月 （（（（ 宮崎宮崎宮崎宮崎
宮崎　優子宮崎　優子宮崎　優子宮崎　優子 （（（（ 東京東京東京東京新本　亜也新本　亜也新本　亜也新本　亜也 （（（（ 広島広島広島広島田辺　広子田辺　広子田辺　広子田辺　広子 ﾎﾃﾙ サンルート浅草ﾎﾃﾙ サンルート浅草ﾎﾃﾙ サンルート浅草ﾎﾃﾙ サンルート浅草 ）））） WP2-0京都京都京都京都 ：：：： 有限会社ユーランド有限会社ユーランド有限会社ユーランド有限会社ユーランド ）））） WP2-0（（（（（（（（ 千葉千葉千葉千葉 ：：：：

）））） 新本新本新本新本古川　絢菜古川　絢菜古川　絢菜古川　絢菜 （（（（ 大阪大阪大阪大阪 ：：：： 芦屋大学芦屋大学芦屋大学芦屋大学 ）））） TKO1R1:11木村　桂子木村　桂子木村　桂子木村　桂子 ：：：： 柘植大学柘植大学柘植大学柘植大学：：：： ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｴｸｽﾌﾟﾚｽｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｴｸｽﾌﾟﾚｽｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｴｸｽﾌﾟﾚｽｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ町田 ））））



12/112/112/112/1 12/212/212/212/2 12/312/312/312/3 12/412/412/412/4フェザー級フェザー級フェザー級フェザー級 TKO1R1:12
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
ミドル級ミドル級ミドル級ミドル級

千葉千葉千葉千葉 ：：：： 関川病院関川病院関川病院関川病院 ）））） WO黒木　佳菜黒木　佳菜黒木　佳菜黒木　佳菜 （（（（ 兵庫兵庫兵庫兵庫 ：：：： 芦屋大学芦屋大学芦屋大学芦屋大学 ））））国本　真奈国本　真奈国本　真奈国本　真奈 （（（（ 大阪大阪大阪大阪 WP0-2林　美涼林　美涼林　美涼林　美涼 （（（（ 富山富山富山富山 ：：：： 平成国際大学平成国際大学平成国際大学平成国際大学 ））））
太田　桂太田　桂太田　桂太田　桂 （（（（ TKO4R1:38 林林林林岩崎　友基子岩崎　友基子岩崎　友基子岩崎　友基子 （（（（ 北海道北海道北海道北海道 ：：：： ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ帯広㈱ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ帯広㈱ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ帯広㈱ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ帯広㈱ ））））

平成国際大学平成国際大学平成国際大学平成国際大学 ））））
：：：： 近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学 ））））

WP1-2新沼　理恵新沼　理恵新沼　理恵新沼　理恵 （（（（ 長野長野長野長野 ：：：： 陸自松本駐屯地陸自松本駐屯地陸自松本駐屯地陸自松本駐屯地 ）））） WP0-3藤野　ちなせ藤野　ちなせ藤野　ちなせ藤野　ちなせ （（（（
社会福祉法人敬愛社会福祉法人敬愛社会福祉法人敬愛社会福祉法人敬愛 ））））

後藤　あゆみ後藤　あゆみ後藤　あゆみ後藤　あゆみ （（（（ 東京東京東京東京 ：：：： ㈱ﾌﾟﾛﾀｲﾑｽﾞ総合研究所㈱ﾌﾟﾛﾀｲﾑｽﾞ総合研究所㈱ﾌﾟﾛﾀｲﾑｽﾞ総合研究所㈱ﾌﾟﾛﾀｲﾑｽﾞ総合研究所 ））））滋賀滋賀滋賀滋賀 ：：：： TKO2R1:52藤原　茜藤原　茜藤原　茜藤原　茜 （（（（ 東京東京東京東京 ：：：： 自営業自営業自営業自営業 ）））） TKO1R2:00伊集院　佑輝子伊集院　佑輝子伊集院　佑輝子伊集院　佑輝子 （（（（
よしもとｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｴｰｼﾞｪﾝｼｰよしもとｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｴｰｼﾞｪﾝｼｰよしもとｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｴｰｼﾞｪﾝｼｰよしもとｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｴｰｼﾞｪﾝｼｰ ））））

明戸　司明戸　司明戸　司明戸　司 （（（（ 埼玉埼玉埼玉埼玉 ：：：： ㈱メトロコマース㈱メトロコマース㈱メトロコマース㈱メトロコマース ））））神奈川神奈川神奈川神奈川 ：：：：
山﨑　静代山﨑　静代山﨑　静代山﨑　静代 （（（（ 日連推薦日連推薦日連推薦日連推薦 ：：：：

藤野藤野藤野藤野
伊集院伊集院伊集院伊集院

立川　睦子立川　睦子立川　睦子立川　睦子 （（（（ 千葉千葉千葉千葉 ：：：： 松戸特別支援学校松戸特別支援学校松戸特別支援学校松戸特別支援学校 ）））） TKO2R0:56 山﨑山﨑山﨑山﨑


