
2019 日台交流事業報告 

岩手県選抜×新北市鶯歌選抜 交流戦 

 

平成 31年 1月 9日（水）～13日（日）、本県高体連

70周年記念事業の一環として、盛岡市を中心に日台交

流事業を実施し、11（金）には親善試合も行いました。

過去には、1985年に水沢と岩泉で台湾チームとの親善

試合を実施しましたが、本県ではそれ以来の国際試合

となりました。 

来県した台湾チームは、新北市の鶯歌工商職業学校

と鶯歌国民中学校を中心とする鶯歌選抜チームです。

鶯歌選抜チームとは、いわて国体の強化事業を契機に

2015年より継続して交流してきました。過去 2回の交

流戦はどちらも新北市で実施、それぞれ 3 勝 7 敗、7

勝 7敗の対戦成績でした。過去の対戦では、いわて国

体を見据え大学生も含めたメンバーで編成しました

が、今回は県高校新人戦優勝者を中心に編成した若い

チームでした。対する鶯歌選抜は、直近に行われた世

界女子選手権金メダリストの林選手を始め、ナショナ

ル経験を有する選手を数名揃えた強力布陣で、苦戦は必至でした。結果、対戦成績は 2勝 7敗、

大きく負け越してしまいました。勝ち星を挙げたのは、3年生より助っ人参加してもらったイン

ターハイ・国体 5位の及川天斗選手（黒沢尻工業高校）と、その後の東北高校新人大会で本県男

子唯一の優勝を遂げた和賀聖龍選手（水沢工業高校）のみ、若いチームとはいえ、まだまだ力不

足を実感する結果となってしまいました。 

なお、世界チャンピオン林選手と対戦予定であった前年度全日本女子選手権覇者である住吉

さくら選手（自衛隊体育学校＝水沢工

高卒）は怪我のため急遽欠場となり、

代わって鳥取県より、高校生にして全

日本女子選手権シニアの部を制した

日本期待のホープ入江聖奈選手（米子

西高校）がエキシビションとして対戦、

会場を沸かせてくれました。 

今回の親善試合で会場として使用

したのは、盛岡駅西口に隣接する岩手

県民情報センター（アイーナ）内にあ

る「小田島組☆ほ～る」で、ボクシン



グで使用したのは初めてでした。普段

は講演会や舞台発表に使用する多目的

ホールのため照明や音響、掲示設備に

優れ、高文連演劇専門部舞台スタッフ

でもある菊地晋哉先生（水沢工業高校）

の協力もあって、ライトアップやＢＧ

Ｍ等の演出にも凝り、試合を盛り上げ

てくれました。また、審判団は全て国際

審判員またはＡ級審判員で構成、台湾

選手団からも国際審判員を出してくれ

るなど、役員間での交流も行われまし

た。途中、アトラクションとして水沢農

業高校民族舞踊同好会の「百姓踊り」も

披露され、会場は終始歓迎ムードに包まれました。 

平日開催であったにも関わらず多くの審判・役員の皆さんが駆けつけてくれ、当日朝から会場

設営、その日のうちに撤収という強行日程をこなしてくれました。岩手ボクシングの底力をみた

1日でもありました。 

さて、今回の交流事業ではその他に、10 日（木）に久慈市で日台友好ボクシングフェスティ

バルを実施、本県以外にも青森県の選手や久慈市民の皆さんと交流を図ったり、11 日（金）夜

には歓迎レセプションを行い、選手・役員の交流

を図ったりました。12日（土）には、岩手高原ス

ノーパークでスキー体験、夜には小岩井農場のイ

ルミネーションも見学するなど、合同練習や親善

試合の他にも、多くの文化交流に溢れた 5日間と

なりました。 

今事業を契機に、日台の親善交流が一層促進さ

れることを願ってやみません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adidas12oz

round 試合No 階級等 所属 備考 氏名

3'×3R EM 成年女子57kg級 入江　聖奈 IRIE/SENA 米子西高校 全日本選手権Fe級1位 WP（0-3） ○ 林郁婷 LIN/YUTING-22y World Champion

1 少年男子48kg級 岩渕　拓海 IWABUCHI/TAKUMI 黒沢尻工業高校1年 県新人大会1年P級1位 No Decision 呂威霆 LU/WEITING-15y Nation-5

2 少年男子50kg級 村口　太陽 MURAGUCHI/TAIYO 黒沢尻工業高校1年 県新人大会LF級1位 No Decision 劉棋翔 LIU/CHIHSIANG-14y Nation-3

3 少年男子52kg級 木村　風雅 KIMURA/FUGA 江南義塾高校1年 県新人大会F級1位 No Decision 邱彥祖 CHIU/YENTSU-18y Nation-3

4 少年男子52kg級 及川　迅哉 OIKAWA/TOKIYA 黒沢尻工業高校1年 県新人大会F級2位 No Decision 蘇郁恩 SU/YUEN-16y Nation-5

5 少年男子52kg級 杉田　　好 SUGITA/KONOMU 盛岡南高校2年 県新人大会F級3位 No Decision 廖海銘 LIAO/HAIMING-18y Nation-5

6 少年男子75kg級 西村　百海 NISHIMURA/MOKA 花巻農業高校1年 県新人大会1年M級1位 RSC 周代瀚 CHOU/TAIHAN-17y Nation-3

7 少年女子44kg級 小野寺 結愛 ONODERA/YUME 水沢工業高校2年 県新人大会P級1位 No Decision 楊紹慈 YANG/SHAOTZU-16y Nation-5

8 少年女子48kg級 佐藤 向日葵 SATO/HIMARI 黒沢尻工業高校2年 県新人大会F級1位 No Decision 尤惠恩 YU/HUIEN-16y Nation-2

9 少年男-女81kg級 橋本　琳楠 HASHIMOTO/RIKU 千厩高校1年 県新人大会1年M級3位 No Decision 黃芯凝 HUANG/SINNING-16y Nation-5

10 少年男子50kg級 及川　天斗 OIKAWA/TAKATO 黒沢尻工業高校3年 全国高校総体LF級5位 ○ WP（3-0） 曾冠廷 TSENG/KUANTING-15y Nation-1

11 少年男子52kg級 渡辺　健心 WATANABE/KENSHIN 黒沢尻工業高校1年 県新人大会B級3位 RSC 2R1'03" ○ 洪傳勛 HONG/CHUANHSUN-18y Nation-1

12 少年男子56kg級 伊藤　嶺司 ITO/REIJI 盛岡南高校3年 全国高校総体B級9位 WP（0-3） ○ 李承威 LEE/CHENGWEI-18y Nation-1

13 少年男子56kg級 及川　聖斗 OIKAWA/SEITO 水沢工業高校2年 県新人大会B級1位 WP（0-3） ○ 陳嘉豪 CHEN/CHIAHAO-17y Nation-3

14 少年男子60kg級 会下　風磨 EGE/FUMA 盛岡南高校2年 県新人大会L級1位 WP（0-3） ○ 黃祥昱 HUANG/HSIANGYU-16y Nation-3

15 少年男子64kg級 菅原　偲穏 SUGAWARA/SHION 水沢工業高校2年 県新人大会LW級1位 RSC 2R1'15" ○ 陳柏榕 CHEN/POJUNG-17y Nation-2

16 少年男子69kg級 和賀　聖龍 WAGA/SEIRYU 水沢工業高校2年 全国高校選抜大会LW級5位 ○ WP（3-0） 王威霖 WANG/WEILIN-15y Nation-1

17 少年女子46kg級 岩淵　美友 IWABUCHI/MIYU 水沢工業高校2年 県新人大会P級1位 RSC 2R2'01" ○ 劉宇珊 LIU/YUSHAN-15y Nation-1

18 成年女子48kg級 山影　詩織 YAMAKAGE/SHIORI 拓殖大学2年 国民体育大会F級代表 WP（1-2） ○ 秦千惠 CHIN/CHIANHUEI-19y Nation-1

試合結果

2019　アマチュアボクシング日台交流戦　対戦結果

青コーナー 赤コーナー

Headgear着用 岩手県選抜 新北市鶯歌選抜

氏名 備考

開会セレモニー

2'×2R
（sparring）
※無判定

休憩（アトラクション：水沢農業高校民族舞踊同好会）

2'×3R
（match）

1/ 9（水） 16:10 台湾選手団花巻空港着
午前 岩手・青森・台湾合同練習会（久慈市民体育館）
午後 久慈市民交流会（久慈市民体育館）
午前 岩手・台湾合同練習会（江南義塾盛岡高校）
午後 日台交流戦「岩手県選抜×新北市鶯歌選抜」（アイーナ）

夜 日台友好懇親会（ホテルルイズ）
日中 スキー体験（岩手高原スノーパーク）
夜　 小岩井イルミネーション見学（小岩井農場）
日中 松島・仙台観光
19:40 台湾選手団仙台空港発

1/10（木）

1/11（金）

1/12（土）

1/13（日）

強化委員長 八重樫　剛 YAEGASHI/TSUYOSHI 千厩高校 領隊 劉師杰 LIU/SHIHJIE

男子監督 千田　　純 CHIDA/JUN 水沢工業高校 執行秘書 吳昭儒 WU/CHAOJU

男子監督 辰柳　祐司 TATSUYANAGI/YUJI 黒沢尻工業高校 裁判 劉欣宏 LIU/HSINHUNG

男子コーチ 鬼柳　忠彦 KIYANAGI/TADAHIKO 江南義塾盛岡高校 教練 郭坤維 KUO/KUNWEI

男子コーチ 長内　　亮 OSANAI/AKIRA 盛岡南高校 教練 曾自強 TSENG TZU CHIANG

女子監督 佐々木 貴弘 SASAKI/TAKAHIRO 水沢工業高校 教練 洪智挺 HUNG/CHIHTING

女子コーチ 多田　和仁 TADA/KAZUHITO 黒沢尻工業高校 隨團人員 梁登凱 LIANG TENG KAI

隨團人員 周沁蓉 CHOU CHIN JUNG

岩手県選抜 新北市鶯歌選抜

交流事業日程（上）と、交流戦選手団スタッフ（下） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2/3 於　鶯歌高級工商職業学校体育館
階級等 新北選抜

少年女子51kg級 住吉　さくら 水沢工業高校 WP ○ 陳　雅韻

少年男子46kg級 戸沢　駿斗 黒沢尻工業高校　 WP ○ 潘　承威

少年男子49kg級 次藤　昇耶 江南義塾盛岡高校 WP ○ 謝　韶翔

少年男子52kg級 小成　貴晶 黒沢尻工業高校　 WP ○ 王　睿濬

少年男子69kg級 中田　龍樹 江南義塾盛岡高校 WP ○ 賴　正揚

少年男子75kg級 梅村　　錬 江南義塾盛岡高校 ○ WP 甘　家蔵

エキシビジョン 及川　雅人 中央大学（水沢工卒） 林　郁婷

成年男子52kg級 星　　和也 東洋大学（黒沢尻工卒） ○ WP 廖　延翔

成年男子56kg級 佐々木康太 日本大学（水沢工卒） WP ○ 許　皓翔

成年男子56kg級 畠山　稜也 拓殖大学（黒沢尻工卒） ○ WP 李　泉緯

成年男子75kg級 玉山　勝也 明治大学（盛岡南卒） TKO ○ 林　青峰

2016/3/15 於　鶯歌高級工商職業学校体育館
階級等 新北選抜

UJ男子48kg級 福來　龍神 巻堀中学校 ○ WP 陳　嘉威

UJ男子50kg級 及川　天斗 花巻北中学校 WP ○ 蔡　乗延

少年男子46kg級 肝付　賢哉 花巻農業高校 ○ WP 邱　彥祖

少年男子49kg級 佐々木誉士樹 江南義塾盛岡高校 WP ○ 李　承威

少年男子56kg級 上岡　　翼 盛岡南高校 ○ WP 黃　祥昱

少年男子60kg級 渡邊　拓実 水沢工業高校 WP ○ 蔡　嘉紋

少年男子69kg級 中田　龍樹 江南義塾盛岡高校 TKO ○ 王　友志

少年女子51kg級 住吉　さくら 水沢工業高校 ○ WP 張　家潔

成年女子51kg級 小河原結寿 日産自動車（水沢工卒） TKO ○ 林　郁婷

成年男子49kg級 及川　雅人 中央大学（水沢工卒） WP ○ 林　育延

成年男子52kg級 星　　和也 東洋大学（黒沢尻工卒） ○ WP 謝　韶翔

成年男子56kg級 佐々木康太 日本大学（水沢工卒） ○ WP 廖　延翔

成年男子60kg級 畠山　稜也 拓殖大学（黒沢尻工卒） WP ○ 許　皓翔

成年男子75kg級 梅村　　錬 拓殖大学（江南義塾卒） ○ WP 甘　家蔵

日台交流　岩手県-新北市親善試合　交流の記録

岩手県選抜 結果

No decision

岩手県選抜 結果


