ＳＴＣ４３&ＳＢＣ２３、アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.１０」
アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２４

全試合結果・各賞入賞者

第１部試合結果
第０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
安藤 諒 ＧＳＢ名古屋 ＶＳ ○天野 楓大（ＩＮＳＰＩＲ‘Ｓ） 判定３－０
第１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
吉田 大成 ＧＳＢ名古屋 ＶＳ ○古賀 一徳（スプラッシュ） 判定３－０
第２試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
○森田 空 ＧＳＢ豊橋 VS 林 日陽 ＧＳＢ名古屋 判定３－０
第３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
○土井 涼雅 ＧＳＢ多治見 VS 奥村 悠悟 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０
第４試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
○林 竜也 ＧＳＢ多治見 VS 平原 澪 極真カラテ石川道場 判定３－０
第５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
高杉 魁 ＧＳＢ名古屋 VS ○近藤 大晟 ＧＳＢ豊橋 判定２－０
第７試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
○磯貝 太一 空手道白心会 VS 高橋 碧 ＳＢ摂津富田ジム 判定２－０
第９試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
△森田 空 ＧＳＢ豊橋 VS △恩田 千涼 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定１－０
第９．５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
○鈴木 瑠星 ＧＳＢ豊橋 VS 天野 楓大 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ １Ｒ１：１６ ＴＫＯ
第１０試合 アマＳＢ －５５ｋｇ級 総当り戦 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
磯部 力 スプラッシュ VS ○加藤 駿 ＧＳＢ多治見 １Ｒ０：５８ ＴＫＯ
第１１試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
河村 知子 ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋 VS ○山本 麻耶 ストライキングジムアレス 判定３－０
第１２試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）

○神保 由梨香 ＧＳＢ名古屋 VS 森田 実沙樹 ＧＳＢ豊橋 判定３－０
第１３試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
中里 雄大 ＧＳＢ名古屋 VS

○奥田 マサキ キック塾 ２Ｒ１：２９ ＴＫＯ

第１４試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
パヤイヨー・センモラコット センモラコットムエタイジムジャパン

VS ○河野 世彦 キック塾 判定３－０

第１５試合 ＳＴＣフェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○田中 辰明 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ VS 河合 克 Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ 判定３－０
第１６試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
楠 典幸 ＧＳＢ名古屋 VS ○安川 侑己 Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ ２Ｒ１：５９ ＴＫＯ
第１７試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
林 日陽 ＧＳＢ名古屋 VS ○恩田 千涼 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０
第１８試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz）
鎌田 瑞葵 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ VS ○土井 涼雅 ＧＳＢ多治見 判定３－０
第１９試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６３.２ｋｇ級 ３分×２Ｒ
○優太郎 スプラッシュ VS 伊藤 大介 和術慧舟會常滑道場 判定３－０
第２０試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＢ ６７.８ｋｇ級 ２分×２Ｒ
△城ヶ峰 喬夫 ＧＳＢ名古屋 VS △前田 邦明 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ 判定１－０
第２１試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＣ ７２.３ｋｇ級 ３分×２Ｒ
○樋口 善行 フリー VS 西村 リカルド ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ 判定３－０
第２２試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ６３.２ｋｇ級 ２分×２Ｒ
○原 耕一朗 ＭＡＣＳ ＧＹＭ VS 浅井 聖也 ISHITSUNA MMA GYM 判定３－０
第２３試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ５４.２ｋｇ級 ３分×２Ｒ
松岡 疾人 ＮＥＸイチムエ VS ○伊藤 夏海 ISHITSUNA MMA GYM ２Ｒ２：２１ 腕十字
第２４試合 ＳＴＣバンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○佐藤 新五 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ VS 伊藤 祐太郎 ＧＳＢ多治見 判定３－０
第２５試合 ＳＴＣウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
桜井 力 ＮＥＸイチムエ VS ○船坂 準之助 Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ 判定３－０
第２６試合 アマＳＢトーナメント －６０ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）

○井上 直樹 空手道白心会 VS 西村 武志 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ 判定３－０
第２７試合 アマＳＢトーナメント －６０ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○神本 真季 ストライキングジムアレス VS 市来 凌 ＭＡＣＳ ＧＹＭ 判定３－０
第２８試合 アマＳＢトーナメント －６５ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
畑田 啓太 格技会 VS ○三上 亮太郎 風吹ジム 判定３－０
第２９試合 アマＳＢトーナメント －６５ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
清水 史哲 ＧＳＢ名古屋 VS ○梅澤 太郎 ストライキングジムアレス 判定０－０ ＥＸ２－１
第３０試合 アマＳＢ －５５ｋｇ級 総当り戦 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○横山 和宏 ＧＳＢ名古屋 VS 磯部 力 スプラッシュ 不戦勝

第２部試合結果
第１試合 ＳＴＣフェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
田平 ブルーノストライキングジムアレス VS ○浅野 雄司 マツオボクシングジム 判定２－０
第２試合 ＳＴＣ６２ｋｇ契約 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
鈴木 智大 ＧＳＢ名古屋 VS ○林 拓未 ストライキングジムアレス 判定３－０
第３試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○安川 侑己 Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ VS 柴田 直樹 ストライキングジムアレス 判定３－０
第４試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○池 禎浩 ＧＳＢ多治見 VS 津島 忠彦 ストライキングジムアレス 判定３－０
第５試合 ＳＴＣウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○杉野 芳則 早川ジム VS 柴山 慎一郎 ＧＳＢ多治見 判定３－０
第７試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＢ ５８.７ｋｇ級 ２分×２Ｒ
○北 竜也 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ VS 西村 正司 ＧＳＢ豊橋 １Ｒ１：５３ 腕十字
第８試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６３.２ｋｇ級 ３分×２Ｒ
○優太郎 スプラッシュ VS

内川 景太 ＮＥＸイチムエ 判定３－０

第９試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６７.８ｋｇ級 ２分×２Ｒ
○佐藤 圭吾 ＮＥＸイチムエ VS 城ヶ峰 喬夫 ＧＳＢ名古屋 １Ｒ１：０６ 腕十字
第１０試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７２.３ｋｇ級 ３分×２Ｒ

樋口 善行 フリー VS ○竹浦 正起 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ 判定２－０
第１１試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７９.１ｋｇ級 ３分×２Ｒ
○松川 直裕 ＧＲＩＰ柔術 VS 原子 紫文 スプラッシュ １Ｒ２：２１ アームロック
第１２試合 ＳＴＣフライ級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
△山城 建 ＧＳＢ名古屋 VS △竹内 綾伺 ＧＳＢ豊橋 判定０－０
第１３試合 ＳＴＣフライ級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
△阿知波センモラコット センモラコットムエタイジムジャパン VS △内藤 啓人 ストライキングジムアレス 判定１－０
第１４試合 ＳＴＣフェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
○倉見 隼人 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ VS 吉田 正樹 マツオボクシングジム 判定３－０
第１５試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
ボンズ・センモラコット センモラコットムエタイジムジャパン VS ○中村 勇太 マツオボクシングジム富士店 判定３－
０
第１６試合 ＳＴＣウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○原口 佳彦 ＧＳＢ名古屋 VS 奥村 康祐 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０
第１７試合 ＳＴＣウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
永島 太平 チームバルボーザジャパン

VS ○古屋 瑞樹 マツオボクシングジム 判定２－１

第１８試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
○中神 吉彦 ストライキングジムアレス VS 上田 良樹 ＧＳＢ名古屋 ２Ｒ０：４９ ＴＫＯ
第１９試合 ＳＴＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz）
○加藤 駿 ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋 VS 大谷 涼 ＹＡＢＡ-ＣＨＯ ＢＡＳＥ 判定３－０
第２１試合 ＳＴＣフェザー級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１２oz）
○山田 泰士 早川ジム VS 賀久 祥太郎 ＫＡＫＯ ＧＹＭ １Ｒ１：１１ ＴＫＯ
第２２試合 ＳＴＣバンタム級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１２oz）
○加藤 崇洋 ＧＳＢ名古屋 VS 宇佐見 卓弥 ＫＡＫＯ ＧＹＭ ２Ｒ２：３２ ＴＫＯ
第２３試合 ＳＴＣウェルター級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１２oz）
○吉村 智 ＧＥＴ ＯＶＥＲ VS 古澤 通隆 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ 判定３－０
第２４試合 アマＳＢ －５５ｋｇ級 総当り戦 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○横山 和宏 ＧＳＢ名古屋 VS

加藤 駿 ＧＳＢ多治見 判定０－１ ＥＸ３－０

第２５試合 アマＳＢトーナメント －６０ｋｇ級 決勝戦 ３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○井上 直樹（白心会） VS 神本 真季（ストライキングジムアレス） ２Ｒ２：０３ ＴＫＯ
第２６試合 アマＳＢトーナメント －６５ｋｇ級 決勝戦 ３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○三上 亮太郎 風吹ジム VS 梅澤 太郎 ストライキングジムアレス 判定３－０

★第１部 優秀賞（６名選出）
○鈴木 瑠星（ＧＳＢ豊橋）
○土井 涼雅（ＧＳＢ多治見）
○磯貝 太一（空手道白心会）
○山本 麻耶（ストライキングジムアレス）
○神保 由梨香（ＧＳＢ名古屋）
○奥田 マサキ（キック塾）
★第１部 ＭＶＰ
○安川 侑己（Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ）

★第２部 優秀賞（４名選出）
○古屋 瑞樹（マツオボクシングジム）
○中神 吉彦（ストライキングジムアレス）
○加藤 祟洋（ＧＳＢ名古屋）
○吉村 智（ＧＥＴＯＶＥＲ）
★第２部 ＭＶＰ
○山田 泰士（早川ジム）

アマＳＢトーナメント「セントラル.１０」
－５５ｋｇ級
優勝・・・横山 和宏（ＧＳＢ名古屋）
準優勝・・・加藤 駿（ＧＳＢ多治見）
－６０ｋｇ級
優勝・・・井上 直樹（空手道白心会）
準優勝・・・神本 真季（ストライキングジムアレス）
－６５ｋｇ級
優勝・・・三上 亮太郎（風吹ジム）
準優勝・・・梅澤 太郎（ストライキングジムアレス）

