
１　平成27年度　役員　氏名

（5）　会　計　  松原　知樹

２　平成27年度　活動目標
　　　　富山市におけるアマチュアボクシング競技の普及・振興並びに競技力向上を目指す。

３　平成27年度　活動報告
県・北信越

　６月　７日（日） 第62回富山県高校選手権大会 上市高等学校
第17回富山県選手権春季大会
富山県女子・UJ演技大会

　６月１９日(金)～　６月２１日(日 第62回北信越高校選手権大会 上田市民体育館(長野県)
第29回北信越社会人選手権大会
第2回東日本UJ大会北信越選考会

　７月　５日(日) 第11回富山市民体育大会 富山市総合体育館　ボクシング室

　７月１１日(土)～　７月１２日(日 第68回富山県民体育大会 上市高等学校
　７月１８日(土)～　７月２０日(月 第 2回東日本UJ大会 大宮公園体育館（埼玉県）
　８月２１日(金)～　８月２３日(日 第36回北信越国民体育大会 富山市総合体育館 第2アリーナ

第 8回北信越女子選手権大会
１１月８日(日) 第58回富山県高校新人大会 上市高等学校

第15回富山県選手権秋季大会
第13回富山県女子選手権大会
第 5回富山県UJ大会

　１月１５日(金)～　１月１７日(日 第29回北信越高校新人大会 いしかわ総合スポーツセンター(石川県)

第　3回北信越高校女子大会
第　5回北信越UJ大会

全国大会

　７月２８日(火)～　８月　３日(月 第69回全国高等学校選手権大会 兵庫県立総合体育館(兵庫県)
　８月　２日(日) 第15回全国ちびっ子大会 横浜さくらジム(神奈川県)
　８月２２日(土) 第 2回全日本UJ王座決定戦 大阪府立体育館(大阪府)
１０月　１日(木)～１０月　５日(月 第70回国民体育大会 田辺スポーツパーク体育館（和歌山県）

１１月１８日(水)～１１月２２日(日 第85回全日本選手権大会 水沢体育館(岩手県)
１２月１３日(日) 第69回全日本大学王座決定戦 水戸桜ノ牧高等学校常北校(茨城県)

１２月１９日(土)～１２月２２日(火 第67回全日本社会人選手権大会 近畿大学 小体育館(関西)
第14回全日本女子選手権大会

　３月２３日(水)～　３月２６日(土 第27回全国高等学校選抜大会 会津河東体育館(福島県)
第　3回女子高等学校選抜大会

　３月２５日(金)～　３月２７日(日 第 5回全日本UJ選手権大会

普及・強化事業
区　分

　４月　４日(土)～　５日(日) 強化 練習会 上市高校
　４月１８日(土)～１９日(日) 強化 練習会 上市高校
　５月　２日(土)～　４日(月) 強化 遠征合宿(高体連) 花咲徳栄高校
　６月１３日(土)～１４日(日) 強化 練習会 上市高校
　７月１８日(土)～１９日(日) 強化 練習会(選考会) 上市高校
　８月　７日(金)～　９日(日) 強化 遠征合宿 岐阜工業高校
　８月１５日(土)～１６日(日) 強化 練習会 上市高校
　９月　５日(土)～　６日(日) 強化 練習会(愛知県招聘) 上市高校
　９月２０日(日) 普及 福井・富山UJ練習会 滑川総合体育センター
１０月１１日(日)～１２日(月) 強化 遠征合宿 金沢北陵高校
１０月２３日(金)～２５日(日) 普及 遠征合宿 芦屋大学
１１月１４日(土)～１５日(日) 強化 練習会(アド) 上市高校
１２月１２日(土)～１３日(日) 強化 練習会(アド) 上市高校
１２月２５日(金)～２７日(日) 強化 越前コミナリエ杯 羽水高校
　１月　９日(土)～１１日(月) 強化 遠征合宿 西武台千葉高校
　１月２９日(金)～３１日(日) 強化 遠征合宿 名古屋工学院
　２月１３日(土)～１４日(日) 強化 遠征合宿 岐阜工業高校
　２月２０日(土)～２１日(日) 強化 遠征合宿 羽水高校
　３月１２日(土)～１３日(日) 強化 練習会 上市高校

第14回全日本女子選手権大会　ジュニアの部　フェザー級　第１位　菊地　流奈（イイタボクシングジム）

４　その他特記事項

（１）　会　長　　市田　龍一 （２）　副会長　　 　　池田　　稔　　佐生　隆一　野上　予人
（3）　理事長　 大谷栄二郎 （４）　専門委員　　　大谷栄二郎

（６）　連絡責任者　 大谷栄二郎

日　　程 大　会　名 会　　　場

　　イイタボクシングジム所属の菊地流奈選手が、全日本女子選手権大会ジュニアの部フェザー級にお
いて見事優勝し、２連覇を達成した。
　　富山市ボクシング連盟としても、富山市内にあるイイタボクシングジム、トヤマ・フィットネス・ボクシン
グ・クラブ、トヤマボクシングジムを中心に競技の普及・強化に力を入れたい。

日　　程 大　会　名 会　　　場

日　　程 事業内容 会　　　場



１　平成28年度　役員　氏名

（5）　会　計　  松原　知樹

２　平成28年度　活動目標
　　　　富山市におけるアマチュアボクシング競技の普及・振興並びに競技力向上を目指す。

３　平成28年度　活動計画
県・北信越大会

　６月　４日(土)～　５日（日） 第63回富山県高等学校選手権大会 上市高等学校
第18回富山県選手権春季大会
富山県女子演技種目
富山県UJ大会

　６月１７日(金)～　１９日(日) 第63回北信越高等学校選手権大会 武生工業高等学校（福井県）
第30回北信越選手権大会
第3回東日本UJ大会北信越代表選考会

　７月　３日(日) 第12回富山市民体育大会 富山市総合体育館 ボクシング室

　７月　９日(土)～　１０日（日） 第69回富山県民体育大会 上市高等学校
　７月未定 第 3回東日本UJ大会 未定
　８月２６日(金)～　２８日(日) 第37回北信越国民体育大会 上田市民体育館（長野県）

第 9回北信越女子選手権大会
１１月　５日（土）～　６日(日) 第59回富山県高等学校新人大会 上市高等学校

第16回富山県選手権秋季大会
第14回富山県女子選手権大会
第 6回富山県UJ大会

　１月２７日(金)～　２９日(日) 第30回北信越高等学校新人大会 上市高等学校 第一体育館（富山県）

第 4回北信越高校女子大会
第 6回北信越UJ大会

全国大会

　７月２８日(木)～　８月　３日(水) 第70回全国高等学校選手権大会 広島市中区スポーツセンター（広島県）

未定 第16回全国ちびっこ大会 未定
未定 第 3回全日本UJ王座決定戦 大阪府立体育館（大阪府）
１０月　１日(土)～１０月　５日(水) 第71回国民体育大会 水沢体育館（岩手県）
１１月１６日(水)～１１月２０日(日)第86回全日本選手権大会 松前公園体育館（愛媛県）
１２月１０日(土) 第70回全日本大学王座決定戦 水戸桜ノ牧高校常北校（茨城県）

１２月２１日(水)～１２月２５日(日)第68回全日本社会人選手権大会 大三島（愛媛県）
第15回全日本女子選手権大会

未定 第28回全国高等学校選抜大会 ヒマラヤアリーナ（岐阜県）
第 4回女子高校選抜大会

未定 第 6回全日本UJ大会 ヒマラヤアリーナ（岐阜県）

リオデジャネイロ オリンピック ８月５日（金）～２１日（日）

普及・強化事業
区 分

　４月１６日(土)～　４月１７日(日) 強化 練習会 上市高等学校
　６月１１日(土)～　６月１２日(日) 強化 練習会 上市高等学校
　７月１６日(土)～　７月１８日(日) 強化 練習会（国体選手選考会） 上市高等学校
　８月　５日(金)～　８月　７日(月) 普及 遠征合宿 岐阜工業高等学校
　８月２０日(土)～　８月２１日(日) 強化 練習会 上市高等学校
　８月３０日(土) 強化 練習会 上市高等学校
　９月１０日(土)～　９月１１日(月) 強化 練習会(愛知県招聘） 上市高等学校
　９月１９日(月) 普及 福井・富山UJ練習会 滑川市総合体育センター
１０月２２日(土)～１０月２３日(日) 強化 練習会(アド) 上市高等学校
１１月１２日(土)～１１月１３日(日) 強化 練習会(アド) 上市高等学校
１２月１７日(土)～１２月１８日(日) 強化 練習会(アド) 上市高等学校
１２月２５日(日)～１２月２７日(火) 強化 遠征合宿 羽水高等学校
　１月　７日(土)～　１月　９日(月) 普及 遠征合宿 西部台千葉高等学校
　２月　３日(金)～　２月　５日(日) 普及 遠征合宿 名古屋工学院
　２月１１日(土)～　２月１２日(日) 強化 遠征合宿 岐阜工業高等学校
　２月１８日(土)～　２月１９日(日) 強化 北陸三県錬成会 羽水高等学校
　３月１１日(土)～　３月１２日(日) 強化 練習会 上市高等学校

４　その他特記事項
　　平成28年度も、昨年度以上の成績を残せるよう、富山市内にあるイイタボクシングジム、トヤマ・フィットネ
ス・ボクシング・クラブ、トヤマボクシングジムを中心に競技の普及・強化に力を入れたい。

（２）　副会長　　 　　池田　　稔　　佐生　隆一　野上　予人

日    程 大   会   名 会    場

日    程 事業内容 会    場

（１）　会　長　　市田　龍一

会    場大  会  名 日    程

（６）　連絡責任者　 大谷栄二郎
（４）　専門委員　　　大谷栄二郎（3）　理事長　 大谷栄二郎
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