
参加ジム、団体各位

沢山の申し込みを有難うございました。下記76名の参加を受け付けました。

各ジム、団体の方々は記載内容や記載漏れなどご確認下さい。誤りがあれば速やかに乃生までご連絡下さい。

尚、ウイニング製14オンス(AM-14)がありましたらご持参いただけると助かります。

追記3/16 　出場辞退者がありましたので下記にて参加メンバーを差し替え致します。

尚、駐車場は20数台は確保しておりますが数に限りがございます。乗り合わせ頂くか公共交通機関を極力ご利用下さい。

駐車場が満車の場合、大袋駅周辺にコインパーキングが沢山ございますので、そちらをご利用下さい。

# 選手名 ふり 所属 性別 学年 体重 # 選手名 ふり 所属 性別 学年 体重

29 竹内　康太 たけうちこうた KG大和 男 小5 46 72 中村　洸汰 なかむらひろたか 千葉経済 男 高2 64

37 可児　永遠 かにとわ KG大和 男 中2 48 43 松土　龍冴 まつどりゅうご 沼南 男 中3 50

38 戸村　龍世 とむらりゅうせ KG大和 男 中2 48 10 榎本　壮真 えのもとそうま 斉田 男 小4 31

44 片渕　龍太 かたぶちりょうた KG大和 男 中1 50 74 千葉　慎一郎 ちばしんいちろう 斉田 男 25 64

63 西川　巧馬 にしかわたくま KG大和 男 高2 56 45 中村　拳鳳 なかむらけんおう ワセダクラブ 男 小5 50

64 和光　武 わこうたけし KG大和 男 高1 57 7 鈴木　隼士 すずきしゅんじ リブート 男 小３ 29

65 高野　勝弥 たかのかつや KG大和 男 29歳 57 11 小澤　海哩 おざわかいり リブート 男 小６ 32

70 長岐　裕介 ながきゆうすけ KG大和 男 大2 61 14 新井　伸尭 あらいのぶあき リブート 男 小４ 33

1 遠藤　空斗 えんどうくうと TANO 男 小1 17 15 内藤　遼人 ないとうはると リブート 男 小６ 33

48 井口　風虎 いぐちかぜとら TANO 男 中2 51 16 船富　杏樹 ふねとみあんじゅ リブート 女 小６ 34

71 織部　直樹 おりべなおき TANO 男 35 62 26 新井　千喜 あらいかずき リブート 男 小６ 43

73 森岡　勇輝 もりおかゆうき TANO 男 高2 64 31 柿沼　栄隆 かきぬまえいりゅう リブート 男 小６ 46

51 黄木　仙 おおきせん イノウエ 男 小6 52 32 関　優多 せきゆうた リブート 男 中１ 46

27 福島　優作 ふくしまゆうさく グラント 男 中2 44 41 福原　歩汰 ふくはら　あゆた リブート 男 小６ 49

55 根本　丈 ねもとじょう グラント 男 中2 52 49 富岡　浩介 とみおかこうすけ リブート 男 中3 52

62 岡田　紘 おかだひろし グラント 男 32 55 4 木村　竜 きむらりゅう ＬＦＧ 男 小３ 25

33 高野　亮司 たかのりょうじ ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 男 中２ 46 39 石黒　達也 いしぐろたつや ＬＦＧ 男 中１ 48

40 小須田優衣雅　 こすだゆいが ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 男 中２ 49 46 花田　誠 はなだまこと ＬＦＧ 男 中３ 50

53 三浦　武蔵 みうらむさし ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 男 中２ 52 17 高橋　希空 たかはし　のあ 熊谷コサカ 男 小3 35

60 名嘉眞 竜昌 なかまりゅうしょう ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 男 中１ 55 22 篠田　立輝 しのだ　りゅうき 熊谷コサカ 男 中1 40

2 佐藤　優月 さとうゆづき 宇都宮金田 男 小3 21 35 篠田　覇時 しのだ　はるとき 熊谷コサカ 男 中3 47

9 鈴木　一海 すずきかずみ 宇都宮金田 男 小6 31 54 蜂谷　航汰 はちや　こうた 熊谷コサカ 男 18 52

13 松田　知士 まつだともひと 宇都宮金田 男 小4 33 58 阿部　勇星 あべ　ゆうせい 熊谷コサカ 男 高2 54

19 仁平　琴也 にへいことや 宇都宮金田 男 小6 38 76 亀田　直樹 かめだ　なおき 熊谷コサカ 男 高1 66

28 渡辺　平 わたなべたいら 宇都宮金田 男 小5 45 12 大澤　勇心 おおさわゆうしん 鴻巣茂野 男 小3 33

52 平塚　駿之介 ひらつかしゅんのすけ 宇都宮金田 男 中3 52 20 大澤　勇斗 おおさわはやと 鴻巣茂野 男 小6 39

59 渡辺　真 わたなべまこと 宇都宮金田 男 中1 55 24 中條　茉音 ちゅうじょうまりん 鴻巣茂野 女 小6 41

18 高橋　たつき たかはしたつき 田中 男 小5 36 30 鈴木　美結 すずきみゆう 鴻巣茂野 女 小6 46

25 山口　健心 やまぐちけんしん 田中 男 中1 41 34 内田　賢龍 うちだけんりゅう 鴻巣茂野 男 中1 47

50 高橋　陸 たかはしりく 田中 男 高3 52 57 中里　陽向 なかざとひなた 鴻巣茂野 男 中3 53

67 山口　涼太 やまぐちりょうた 田中 男 高2 60 23 小林　澪羅 こばやしれいら 足利 女 中2 40

68 松本　純太 まつもとじゅんた 田中 男 高2 60 8 川浦  夏樹 かわうらなつき 群馬県連 男 小4 29

69 堤 麗斗 つつみ　れいと 本多 男 中3 60 36 松本　迅 まつもろじん 群馬県連 男 中1 48

5 平原　昌 ひらはらしょう ラウンド 男 小３ 27 42 岩井　大樹 いわいだいじゅ 群馬県連 男 中2 50

6 平原　音 ひらはらおん ラウンド 男 小３ 29 56 乃生　智海 のうともみ 群馬県連 男 中3 53

21 平原　昊 ひらはらこう ラウンド 男 小６ 40 66 渡辺　龍大 わたなべりゅうだい 群馬県連 男 中3 57

75 清水　陸翔 しみずりくと 群馬県連 男 高2 65

連絡先）　群馬県ボクシング連盟　乃生秀彦

TEL090-8585-4273  FAX0495-33-6994

natsutomo0321@gmail.com

3/18(日)　ルーポファイティングジム合同練習会　参加者確認
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