
令和４年度国民体育大会　第４２回九州ブロック大会ボクシング競技

令和４年８月２６日（金）～２８日（日） 熊本県立総合体育館大体育室

８月２７日対戦表・各目安時間

試合順

県名 所属 選手名 選手名 所属 県名

1 16 成年女子 Ｆ 宮崎県 日本体育大学 金澤 あかり 貞松　優華 日本体育大学 佐賀県 9:30 10:30

2 17 成年女子 Ｆ 熊本県 東洋大学 原田 美琴 岸本 有彩 東洋大学 沖縄県

3 18 少年男子 Pi 佐賀県 白石高等学校 土井 龍聖 中山 聖也 東福岡高等学校 福岡県

4 19 少年男子 Pi 沖縄県 宮古工業高等学校 與座 力希夏 村上 一成 日章学園高等学校 宮崎県

5 20 少年男子 ＬＦ 佐賀県 白石高等学校 川南 隆章 入田 力斗 秀岳館高等学校 熊本県

6 21 少年男子 ＬＦ 沖縄県 陽明高等支援学校 根間 空志 尾前 志門 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 鹿児島県 10:30 11:30

7 22 少年男子 Ｆ 鹿児島県 鹿児島城西高等学校 川島 大和 山下 学人 日章学園高等学校 宮崎県

8 23 少年男子 Ｆ 佐賀県 白石高等学校 久原 悠人 関谷 優大 大分県立鶴崎工業高等学校 大分県

9 24 少年男子 Ｂ 沖縄県 沖縄水産高等学校 玉城 亜洸 後藤 海晴 大分県立大分工業高等学校 大分県

10 25 少年男子 Ｂ 鹿児島県 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 竹山 然 谷口  真輝 東福岡高等学校 福岡県

11 26 少年男子 Ｌ 宮崎県 日章学園高等学校 佐久本 祥吏 白川 碧唯 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県 11:50 12:50

12 27 少年男子 Ｌ 鹿児島県 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 松下 充希 酒井 翔亜 ⾧崎県立⾧崎鶴洋高等学校 ⾧崎県

13 28 少年男子 ＬW 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 小川 智大 吉住 将丈 日章学園高等学校 宮崎県

14 29 少年男子 ＬW 大分県 大分県立大分工業高等学校 ⾧野 大温 金子 春道 高志館高等学校 佐賀県

15 30 少年男子 Ｗ 宮崎県 日章学園高等学校 内田 貞助 堀田 陸志 白石高等学校 佐賀県

16 31 少年男子 Ｗ 沖縄県 沖縄水産高等学校 池田 米偉 山崎 洋明 創成館高等学校 ⾧崎県

17 32 少年男子 Ｍ 大分県 大分県立鶴崎工業高等学校 板井 勇真 平川 昂明 ⾧崎県立⾧崎鶴洋高等学校 ⾧崎県

18 33 成年男子 ＬＦ 宮崎県 駒澤大学 金谷 成留 古藤 昇大 東洋大学 熊本県 13:20 14:20

19 34 成年男子 ＬＦ ⾧崎県 ウルフパックハウスボクシングジム 平野 琉喜亜 荒竹 一真 駒澤大学 鹿児島県

20 35 成年男子 Ｆ 宮崎県 拓殖大学 奈須 征覇 西 大雅 駒澤大学 佐賀県

21 36 成年男子 Ｆ 福岡県 立教大学 甲斐 拓海 比嘉 政太 東洋大学 沖縄県

22 37 成年男子 Ｂ 大分県 （有）荒木組 荒木 寛人 原田 周大 専修大学 福岡県

23 38 成年男子 Ｂ 熊本県 法政大学 大隅 零生 野上 翔 拓殖大学 佐賀県 14:25 15:25

24 39 成年男子 Ｌ 福岡県 駒澤大学 中山 颯太 中山 慧大 東洋大学 佐賀県

25 40 成年男子 Ｌ 宮崎県 駒澤大学 西山 潮音 與座 ディシャーン　ジュニア 平成国際大学 沖縄県

26 41 成年男子 ＬW 佐賀県 駒澤大学 原口 陽 大園 丈太郎 東洋大学 鹿児島県

27 42 成年男子 ＬW 熊本県 東洋大学 村上 雄大 祝 聖哉 中央大学 福岡県

28 43 成年男子 Ｗ 鹿児島県 中央大学 内村 源斗 平仲 信裕 沖縄県ボクシング連盟 沖縄県 15:30 16:30

29 44 成年男子 Ｗ 熊本県 日本大学 野添 悠 脇田 夢叶 日本体育大学 宮崎県

30 45 成年男子 Ｍ 宮崎県 東洋大学 瀬井 りゅう一 河野 泰斗 拓殖大学 大分県

31 46 成年男子 Ｍ 鹿児島県 株式会社INSPA 岡澤 セオン 野上 昂生 東京農業大学 ⾧崎県

32 47 成年男子 LH ⾧崎県 瓊浦高等学校(教) 橋本 武大 ジュリアン ジョンソン 沖縄県立沖縄水産高等学校（教） 沖縄県

7:35

7:50

7:55

8:05

7:30

検診受付時間 アップ会場使用時間 試合セッション試合番号 カテゴリー 階級
赤コーナー 青コーナー


