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● ピ ン 級
・スピード溢れる荒竹(鹿児島)と岡崎(兵庫)は、無敵
の荒竹が貫録勝ちした。岡崎も終盤に劣勢を跳ね返
そうと前に出たがその分パンチを受ける場面が多くな
った。・大木(静岡)と甲斐(福岡)は揉み合うシーンが
多く何度もレフリーから注意を受ける。大木の左から
返しの右パンチか有効となり、粘る甲斐を突き放し
た。・尾﨑はスピード溢れる攻撃でペースを握る。３R
佐伯(千葉)の攻勢を受けたが判定で逃げ切った。・リ
ードパンチの突きあいでスタートした田端(宮崎)と篠
田(埼玉)であるが次第に手数が多くなる。揉み合うシ
ーンが多く互いのクリーンヒットが少ない中、篠田にホ
ールドの減点が入る。判定はショートパンチを多くヒッ
トさせた田端のフルマーク勝利であった。

＜本日の試合＞

第 261 試合『 荒竹(鹿児島) ｖｓ 大木(静岡) 』

サウスポー同士の対戦は、お互い距離の取り方が試

合を変える。接近戦における戦いは互角と考える。

第 262 試合『 尾﨑(大阪) ｖｓ 田端(宮崎) 』

手数の多い二人の戦いは、接近して田端、中間距離

で尾崎と予想する。二人の力に差はない。

● ライトフライ級
・高見（東京）は１R序盤から左ボディアッパー、右フッ
クで山下（愛媛）の出鼻を挫き、山下も左ストレートで
対応するが高見の勢いは止められない。２R は高見
が左ストレートでポイントを奪い、山下も左ストレートを
放つが有効打がなかなか奪えない。３R になっても両
者の足は止まることがなく、山下も手数を出し反撃を
試みるが有効打を奪えないまま終了のゴング。軍配
は高見に上った。・中山（福岡）と登本（香川）は、中
山がリング中央、登本がロープを背にしながら両者は
距離を探る展開が続く。一進一退の勝負は４－１の
判定で中山が勝利したが、打ち合いこそ少ないが、
ボクシング通をうならせる好試合であった。・吉良（奈
良）対堀（埼玉）は、吉良がプレッシャーをかけながら
ジャブを有効に使って試合を進めた。吉良の左から
右ストレートを、堀はステップとダッキングで裁こうとす
るが防ぐことができない。そのまま試合終了し吉良が
準決勝へと駒を進めた。・岡（岡山）と野田（千葉）は、
序盤に岡が猛攻をかけるが、野田も冷静なボディワ
ークを使いながら反撃する。甲乙つけがたい試合展
開が進み、最終ラウンドには激しい打ち合いも見られ
た。お互いの意地がぶつかりもつれ合う展開は 4－1
の判定で野田の手が挙がった。

＜本日の試合＞

第 263 試合『 高見(東京) ｖｓ 中山(福岡) 』

あらゆるところからパンチを繰り出す高見に対して、中

山がどう打ち崩すのか楽しみな対戦である。

第 264 試合『 吉良(奈良) ｖｓ 野田(千葉) 』

お互い高校 1 年同士である。二人の未来を占う大事

な一戦は目が離せない。

● フ ラ イ 級
・平塚（栃木）は軽快なフットワークが冴えた。準々決
勝の比嘉（沖縄）との対戦も終始主導権を保ち、タイ
ムリーな右ストレートをヒットさせ安定した試合運びで
５－０でポイント勝ち。・横山はプレッシャーをかけな
がら力強い攻撃でシード選手の川野（宮崎）を４－１
のポイントで下し勢いに乗った。・藤田（神奈川）は
準々決勝で序盤に坂井（岐阜）の積極的な攻撃にロ
ープを背負う場面もあった。試合巧者ぶりを発揮する
と接近戦に持ち込み、後半も離れ際など要所でパン
チをまとめて５－０でポイント勝ちした。・中山（福岡）
は第２シードの花田（埼玉）に対してリーチを生かし、
ストレートを駆使した攻撃でチャンスを与えない。や
や焦りの出た花田の攻撃は今一歩及ばず３－２で中
山のポイント勝ちとなった。

＜本日の試合＞

第 265 試合『 平塚(栃木) ｖｓ 横山(大阪) 』

平塚は足を止めずに距離を保った展開に持ち込み

たい。横山がどのように崩すか、楽しみな一戦である。

第 266 試合『 藤田(神奈川) ｖｓ 中山(福岡) 』

積極的な藤田の試合展開に対し中山がリーチを生か

し切ることができるか？主導権争いに注目したい。

● バンタム級
・試合巧者の松本（愛媛）と強打の大林（三重）は、パ
ワーで襲い掛かる大林に対し、冷静に見極める松本
が隙を見逃さずポイントを奪いに行く展開となる。大
林のパンチが当たり会場を沸かせる場面もあったが、
シンプルにステップと基本的に忠実なストレートでポ
イントを重ねた松本が勝利した。・大橋（愛知）と星川
（宮城）の試合は、序盤から手数の少ない睨み合いが
続き、両者にレフリーより注意が与えられた。２R に入
ると大林はロープを背にする星川に対して、ジャブか
ら左ストレートで試合の流れを取ろうとするが、星川も
体を入れ替え連打で応戦する。３R は大林の左ストレ
ートがヒットしてきた展開となり終了のゴング。大林が
準決勝に駒を進めた。・原田（福岡）対岩村（埼玉）は、
岩村が左ボディを使い試合を有利に進めるように見
えたが、中盤以降の激しい打ち合いとなった中で原
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田がダウンを奪う。最終Ｒはお互いの勝利への執念
から激しい乱打戦となったが判定は４－１で原田であ
った。・山﨑（大阪）と橋本（岐阜）は、山﨑が距離を
取り橋本に攻撃をさせない。橋本も強引ではあるが
接近戦に持ち込もうとするが、山﨑がクリンチワークで
防御する。防御されても橋本は攻撃を続け、離れ際
に山﨑がパンチを繰り出し一進一退の展開。３Ｒに橋
本はダウンを奪うが結果は 4－1 で山﨑が勝利した。

＜本日の試合＞

第 267 試合『 松本(愛媛) ｖｓ 大橋(愛知) 』

試合巧者の両名が激突。オーソドックス対サウスポー

どちらに軍配が上がるか見届けたい。

第 268 試合『 原田(福岡) ｖｓ 山﨑(大阪) 』

シード選手破り、試合のたびに調子を上げている両

者の熱戦に期待したい。

● ラ イ ト 級
・今永(奈良)は 1R開始から積極的に攻撃を仕掛け堤
(千葉)のリズムを崩しにかかる。共に距離を詰め、接
近戦を展開するが、堤の質の高いパンチが今永の勢
いを食い止め勝利した。・祝(福岡)は渡辺(岡山)が出
てくるところに素早くリードを合わせる。渡辺も左右の
連打を放つが、祝がうまくかわし攻撃を許さない。判
定で祝が勝利した。・山村(兵庫)は細かいパンチから
自分の距離で力強い右ストレートを打ち込む。一方
で円谷(茨城)も、ボディからの返しのフック、ストレート
で応戦する。判定は４－１で円谷が勝利した。・川上
(北海道)は、軽快なフットワークで藤原(大阪)の攻撃
をうまくかわし、カウンターパンチを合わせる。藤原も
３Ｒに距離を詰めて打つ右ストレートで川上の顎をと
らえる場面もあった。最後までどちらが勝つかわから
ない試合は僅差の判定で藤原が勝利した。

＜本日の試合＞

第 269 試合『 堤(千葉) ｖｓ 祝(福岡) 』

堤は安定したボクシングで勝ち上がり、祝もテクニック

を駆使して勝利してきた。高い技術戦が期待できる。

第 270 試合『 円谷(茨城) vs 藤原(大阪) 』

円谷の勢いのあるボクシングが勝るか？藤原の堅実

なボクシングが勝るか？好試合を期待したい。

● ライトウェルター級
・森脇(東京)は右リードと左ストレートで出足は好調で
あったが、後半は前田(埼玉)の手数に苦しめられた。
しかし、最後は森脇が判定で逃げ切った。・脇田は長
身 岡村(奈良)のロングパンチをかわし、接近しての
ショートパンチで勝利した。・田中と内村(鹿児島)は予
想通りの激しい打ち合いが展開された。白熱した戦
いであったがパワー勝負の中にも田中の技術が光り
判定をものにした。・サウスポーの髙橋は右リードを出
しながらも前後左右に動いてタイミングを図り、松本
(広島)も距離を取りながら上手くカウンターで応戦。
全体的には積極的に攻めていた髙橋のヒットが上回
っていた。

＜本日の試合＞

第 271 試合『 森脇(東京) ｖｓ 脇田(宮崎) 』

距離と積極性が勝負を分ける。二人とも今大会は好

調なだけに白熱した試合が期待できる。

第 272 試合『 田中(神奈川) ｖｓ 髙橋(千葉) 』

選抜決勝の対戦では３－２で田中に軍配はあがった。

手の内を知り尽くしている二人の再戦である。

● ウェルター級
・山本(熊本)はリードを多投し永野(宮崎)の突進を食
い止める。永野もパンチを出し続け、相手のスタミナ
を奪っていく。激しい打ち合いとなったところで永野
が肩を負傷し、タオルが投入されて山本が勝利し
た。・四宮(京都)の動きは軽快で、軽いパンチからの
コンビネーションも上手くポイントを重ねていった。大
野(北海道)も体重の乗った重いパンチをボディに打
ち込むが、一歩及ばなかった。・和賀(岩手)はヒット数
で上回り、今村(岐阜)の挑戦を 3-2 の判定で退け
た。・梁(大阪)は開始早々にカウンターパンチでダウ
ンを奪う。黒田(広島)は、立て直そうと果敢に前に出
るも、焦りからかパンチがヒットしない。梁は自分の距
離をしっかりと保ったボクシングを展開した。判定は３
－２で梁(大阪)が勝利した。

＜本日の試合＞

第 273 試合『 山本(熊本) vs 四宮(京都) 』

山本のパワーボクシング対四宮の華麗なボクシング

に注目したい。

第 274 試合『 和賀(岩手) vs 梁(大阪) 』

どちらも接戦を制して準決勝に進出した。最後まで目

が離せない試合に期待したい。

● ミ ド ル 級
・第１シードの仲野（奈良）は関東チャンピオンの竹ノ
内（神奈川）にプレッシャーをかけながら力強い左スト
レートと右フックを中心に攻める。２Ｒに竹ノ内も仲野
の打ち終わりに反撃するが、脅かすには至らず、この
ラウンドで仲野のＲＳＣ勝ちとなった。・ウエノ（愛知）と
井出（栃木）の試合は、井出の出鼻にサウスポー、ウ
エノの狙いすましたような左ストレートが入り１ＲでＲＳ
Ｃとなった。・甲斐（熊本）と鳥谷部（岩手）との対戦は
両者積極的な打撃戦となったが、ガードの甘くなった
鳥谷部に甲斐のストレートからフックが入り１ＲでＲＳＣ
となった。・松野（宮崎）と黒部（北海道）の対戦は両
者ともにバランス良く一進一退の接戦となったが、松
野がポイント勝ちして第２シードの黒部を破った。

＜本日の試合＞

第 275 試合『 仲野(奈良) ｖｓ ウエノ(愛知) 』

パワーのある両者の対決。どちらが自分の戦い方に

巻き込めるかが勝敗の分かれ目になる。

第 276 試合『 甲斐(熊本) ｖｓ 松野(宮崎) 』

九州対決となった。攻防のバランスよい好選手同士

の対戦であり、高いレベルの試合が期待される。


