
０－３

１－０

０－１

０－３

０－３

０－３

０－３

０－１
Ｓミニマム級

身長 1１５cm　　　　体重 ２５kg　　　　６歳

高橋　陽大 【　Ａｒｅｓ　御油　】
第４試合

０－１

０－１

０－２

１－０

ＶＳ

フライ級

山本　亜門 【Ａｒｅｓ　豊川西部】

第２３試合 フェザー級

△

【アイレクス　ＮＥＯ】

西田　桜河 【　Ａｒｅｓ　豊川　】 ＶＳ 鈴村　友紀也

ＶＳ
身長 １０８cm　　　　体重 １９kg　　　　５歳

志水　萌々 【　白心会　】

３－０

【　Ａｒｅｓ　御油　】 ＶＳ

身長 １１０cm　　　　体重 １７kg　　　　５歳

大場　郁弥

ＶＳ

身長 １３２cm　　　　体重 ２６kg　　　　９歳

丹羽　龍統 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

荒井　杏太

０－２

身長 １１０cm　　　　体重 １７kg　　　　５歳 身長 １０８cm　　　　体重 １７kg　　　　５歳

【　Ａｒｅｓ　豊川　】
第２試合 特別クラス

０－３

○

身長 １２３cm　　　　体重 ２０kg　　　　８歳

○

第１３試合

○

第１０試合 フェザー級

身長 １１５cm　　　　体重 ２０kg　　　　７歳

山本　琉生

ＶＳ 山本　凛
身長 1１５cm　　　　体重 ２５kg　　　　６歳 身長 1２０cm　　　　体重 ２５kg　　　　６歳

身長 １１４cm　　　　体重 １９．５kg　　　　６歳

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

児玉　虎之介 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

山本　亜門 【Ａｒｅｓ　豊川西部】

身長 １１９cm　　　　体重 ２１kg　　　　７歳

印宮　ミカエル　竜

第１試合

第３試合

コーナー

ミニマム級

林　翔亜

身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　５歳 身長 １０８cm　　　　体重 １９kg　　　　５歳

鈴村　友紀也

コーナー

身長 １１０cm　　　　体重 １９kg　　　　６歳

ＶＳ

ＶＳ 寺部　吟 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

西田　桜河

志水　萌々 【　白心会　】

特別クラス

ＶＳ

竹田　和真 【　Ａｒｅｓ　御油　】

身長 １２３cm　　　　体重 ２４kg　　　　７歳
第２２試合

身長 １３２cm　　　　体重 ２８kg　　　　９歳

笹野　蓮 【　白心会　】

身長 １２８cm　　　　体重 ３６kg　　　　９歳

佐野　太河

身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　１０歳

身長 １３１cm　　　　体重 ２５kg　　　　１１歳

フェザー級

【アイレクス　ＮＥＯ】

【　白心会　】

身長 １２５cm　　　　体重 ２７kg　　　　８歳

川口　真矢 【　Ａｒｅｓ　豊橋　】

【　Ａｒｅｓ　豊橋　】

【アイレクス　ＮＥＯ】

児玉　虎之介 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

△

○

第１２試合

○

身長 １２６cm　　　　体重 ２２kg　　　　８歳

和久田　駿 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

身長 １１３cm　　　　体重 １８kg　　　　５歳

第１６試合 特別クラス

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

身長 １２４cm　　　　体重 ２８kg　　　　７歳

フェザー級

鈴村　有咲 【　Ａｒｅｓ　御油　】 ＶＳ

高橋　聖 【Ａｒｅｓ　豊川西部】 ＶＳ

【　Ａｒｅｓ　御油　】

身長 １１７cm　　　　体重 １９kg　　　　７歳
第６試合

身長 １２２cm　　　　体重 ２４kg　　　　８歳

藤田　卓也

近田　都和 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

【　Ａｒｅｓ　御油　】竹田　和真
身長 １２０cm　　　　体重 ２０kg　　　　７歳

ＶＳ

ＶＳ 和久田　堅

第７試合

第１１試合

身長 １２１cm　　　　体重 ２１kg　　　　８歳
第９試合

フェザー級

身長 １２５cm　　　　体重 ２４kg　　　　９歳

ＶＳ 渡辺　萌那

【アイレクス　ＮＥＯ】

第１４試合

○

身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　９歳

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

バンタム級

身長 １２６cm　　　　体重 ２６．５kg　　　　１１歳

角谷　大輔

ＶＳ 藤田　司

ＶＳ

０－１

０－２

２－０

△

○

ＶＳ 寺部　吟 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

ＶＳ

○

山本　琉生 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

身長 １２４cm　　　　体重 ２８kg　　　　７歳

河合　飛羽 【アイレクス　ＮＥＯ】

身長 １１５cm　　　　体重 ２０kg　　　　７歳

黒木　春稀

△

身長 1２３cm　　　　体重 ２０kg　　　　６歳

フライ級第５試合

Ｓフライ級

第８試合 バンタム級

身長 １２２cm　　　　体重 ２３kg　　　　７歳

富安　凛太郎 【　Ａｒｅｓ　豊川　】 河合　飛羽ＶＳ

第１８試合 ミニマム級

林　翔亜 【　Ａｒｅｓ　豊川　】
第１７試合 特別クラス

身長 １０８cm　　　　体重 １７kg　　　　５歳 身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　５歳

○

第１９試合 Ｓミニマム級
富安　祐次郎 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

第２０試合 フライ級

第２１試合 フライ級

身長 １１７cm　　　　体重 １９kg　　　　７歳 身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　７歳

【Ａｒｅｓ　豊川西部】△

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

○

○

○

○

○

○

○

○

第１５試合 ライト級
身長 １３８cm　　　　体重 ３３kg　　　　１２歳 身長 １４３cm　　　　体重 ３４kg　　　　１０歳

フェザー級
高橋　雷 【Ａｒｅｓ　豊川西部】

身長 １２１cm　　　　体重 ２６kg　　　　８歳

田中　光夫 【　白心会　】 ＶＳ

○

△

【　Ａｒｅｓ　御油　】

身長 １１０cm　　　　体重 １９kg　　　　６歳

△

△

コーナー コーナー

身長 １２０cm　　　　体重 ２０kg　　　　７歳

Ｓフライ級

ＶＳ井上　虎紀 【　Ａｒｅｓ　豊川　】

ＶＳ



１－０

３－０

０－２

０－１

ＶＳ

１－０

０－３

３－０

３－０

１－０

２－０

高橋　聖 【Ａｒｅｓ　豊川西部】
１－０

【Ａｒｅｓ　豊川西部】

バンタム級

身長 １１９cm　　　　体重 ２１kg　　　　７歳

第２６試合

身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　７歳

ＶＳ

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

身長 1２０cm　　　　体重 ２５kg　　　　６歳

【　Ａｒｅｓ　御油　】 ＶＳ

身長 1２３cm　　　　体重 ２０kg　　　　６歳

富安　祐次郎

【　白心会　】笹野　楓

田中　光夫

身長 １２８cm　　　　体重 ３６kg　　　　９歳

佐野　太河 【アイレクス　ＮＥＯ】

第２５試合

山本　珠仁亜

身長 １１４cm　　　　体重 １９．５kg　　　　６歳

高橋　陽大

身長 １２３cm　　　　体重 ２０kg　　　　８歳

フェザー級

ＶＳ

○

○

○

第２７試合 ライト級

△

第３０試合 フライ級

身長 １１３cm　　　　体重 １８kg　　　　５歳

【　Ａｒｅｓ　豊川　】
身長 １４１cm　　　　体重 ３２kg　　　　１０歳 身長 １３８cm　　　　体重 ３３kg　　　　１２歳

杉原　健文 【　白心会　】
２－０

【　白心会　】

第３３試合
ＶＳ

身長 １２５cm　　　　体重 ２４kg　　　　９歳

渡辺　萌那 【　Ａｒｅｓ　御油　】
身長 １２５cm　　　　体重 ２４kg　　　　９歳

佐々木　裕史 【　Ａｒｅｓ　豊橋　】△

身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　１０歳 身長 １３０cm　　　　体重 ２９kg　　　　８歳

藤田　司 【アイレクス　ＮＥＯ】 ＶＳ 笹野　楓 【　白心会　】
２－０

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

【　Ａｒｅｓ　御油　】

身長 １２６cm　　　　体重 ２２kg　　　　８歳 身長 １２１cm　　　　体重 ２６kg　　　　８歳
フェザー級

身長 　　　cm　　　　体重 　　kg　　　　９歳

ＶＳ 鈴村　有咲

ＶＳ【Ａｒｅｓ　豊川西部】

【　Ａｒｅｓ　豊川　】

第３７試合

身長 １３１cm　　　　体重 ２５kg　　　　１１歳
第３８試合 Ｓライト級

和久田　駿 【　Ａｒｅｓ　豊川　】 ＶＳ 丹羽　龍統

荒井　杏太 【アイレクス　ＮＥＯ】
身長 １４１cm　　　　体重 ３２kg　　　　１０歳

第３９試合 ライト級

○

身長 １４２cm　　　　体重 ４２kg　　　　１０歳

川口　果廉 【　Ａｒｅｓ　豊橋　】○

身長 １３２cm　　　　体重 ３２kg　　　　９歳

第３１試合 Ｓフライ級

第３２試合 バンタム級

第２９試合 Ｓミニマム級

身長 １３２cm　　　　体重 ３２kg　　　　９歳

○

身長 １３０cm　　　　体重 ２９kg　　　　８歳

【　Ａｒｅｓ　豊川　】 川口　真矢

○

川口　果廉 【　Ａｒｅｓ　豊橋　】
身長 １４２cm　　　　体重 ４２kg　　　　１０歳

【　Ａｒｅｓ　豊橋　】

近田　都和

第２４試合

身長 １２５cm　　　　体重 ２４kg　　　　９歳

△

身長 １２３cm　　　　体重 ２４kg　　　　７歳

【　Ａｒｅｓ　豊川　】井上　虎紀

○印宮　ミカエル　竜 【　Ａｒｅｓ　豊川　】 ＶＳ 黒木　春稀 【Ａｒｅｓ　豊川西部】

身長 １２２cm　　　　体重 ２３kg　　　　７歳

山本　凛 【　Ａｒｅｓ　豊川　】 【　Ａｒｅｓ　豊川　】ＶＳ 和久田　堅

△
身長 １４３cm　　　　体重 ３４kg　　　　１０歳

杉原　健文 【　Ａｒｅｓ　豊川　】 ＶＳ

○

第２８試合 ミニマム級

○

フェザー級

身長 １２１cm　　　　体重 ２１kg　　　　８歳 身長 １２５cm　　　　体重 ２７kg　　　　８歳

【　Ａｒｅｓ　豊橋　】ＶＳ

ＶＳ 佐々木　裕史

笹野　蓮

【　Ａｒｅｓ　豊川　】 ＶＳ 富安　凛太郎

０－１

○

フェザー級

第３４試合 フェザー級

身長 １３２cm　　　　体重 ２６kg　　　　９歳 身長 １３２cm　　　　体重 ２８kg　　　　１０歳

高橋　雷 【Ａｒｅｓ　豊川西部】 ＶＳ

大場　郁弥 【　Ａｒｅｓ　豊橋　】

第３５試合 フェザー級

第３６試合 フェザー級
藤田　卓也

身長 １２２cm　　　　体重 ２４kg　　　　８歳

山本　珠仁亜

○

△

○

○

△

身長 １２６cm　　　　体重 ２６．５kg　　　　１１歳

ＶＳ 角谷　大輔 【　白心会　】


