
ＳＴＣ４４&ＳＢＣ２４、アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.１１」

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２５ 全試合結果・各賞入賞者 

 

第１部 

 

第１試合 ＳＴＣジュニア １分×２Ｒ 

○平田 綾力 ＧＳＢ豊橋 VS 吉田 竜生 ＧＳＢ名古屋 １Ｒ０：４５ ＴＫＯ 

 

第２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） 

○成瀬 煌大 ＧＳＢ多治見 VS 宇野 永人 スプラッシュ 判定３－０ 

 

第３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz） 

○森田 陸斗 ＧＳＢ豊橋 VS 吉田 大成 ＧＳＢ名古屋 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） 

大川 隼翔 ＮＥＸイチムエ VS ○森田 空 ＧＳＢ豊橋 １Ｒ０：３３ ＴＫＯ 

 

第６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） 

○天野 楓大 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ VS 鈴木 健斗 空手道白心会 判定３－０ 

 

第７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 ○志水 萌々 空手道白心会 １Ｒ１：３０ ＴＫＯ 

 

第８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） 

上中 優仁 空手道千武会 VS ○長谷川 裕都 空手道白心会 判定２－０ 

 

第９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） 

成田 孔輝 空手道千武会  VS ○天野 颯大 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ １Ｒ１：２０ ＴＫＯ 

 

第１０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） 

清水 楓眞 ストライキングジムアレス VS ○林 竜也 ＧＳＢ多治見 判定２－０ 

 

第１１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） 

○長谷川 駆 クラブバーバリアン VS 鎌田 瑞葵 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ １Ｒ０：５３ ＴＫＯ 

 

第１２試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz） 

△古賀 一徳  スプラッシュ  VS △吉田 大成 ＧＳＢ名古屋 判定１－０ 

 

第１５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） 



上中 優仁 空手道千武会 VS ○恩田 千涼 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定２－１ 

 

第１６試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz） 

○土井 涼雅 ＧＳＢ多治見 VS 奥村 遥暉 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０ 

 

第１７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） 

○平原 澪 極真会館石川道場 VS 奥村 悠悟 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０ 

 

第１８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 恩田 洋介 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０ 

 

第１８．５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×1Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１０oz） 

△森田 陸斗 ＧＳＢ豊橋 VS △古賀 一徳 スプラッシュ 判定１－０ 

 

第１９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） 

石田 健心 ＧＳＢ豊橋 VS ○天野 颯大 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ １Ｒ０：１５ ＴＫＯ 

 

第２０試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz） 

和久田 駿 ストライキングジムアレス VS ○林 竜也 ＧＳＢ多治見 １Ｒ１：３８ ＴＫＯ 

 

第２１試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ７２.３ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

安藤 慎一朗 名城大学日本拳法部 VS ○山口 裕也 柔術兄弟 判定３－０ 

 

第２２試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ５８.７ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ 

○藤岡 誠 志村道場  VS 吉橋 亮 ISHITSUNA MMA GYM 判定３－０ 

 

第２３試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ６７.８ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○前田 邦明 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ VS 榊原 薫瑠 バッファローＭＭＡ 判定３－０ 

 

第２４試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＣ ６３.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○杉山 廣平 スプラッシュ VS 飯田 裕太 ISHITSUNA MMA GYM １Ｒ０：４８ チョーク 

 

第２５試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＢ ５４.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○北 竜也 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ VS 折戸 積秀 ＮＥＸ大須 １Ｒ２：５０ スピニングチョーク 

 

第２６試合 ＳＴ①６３ｋｇ契約 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

○石川 等 非公開 VS 栫 満博 ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０ 

 

第２７試合 ＳＴ①ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

吉田 幸広 非公開 VS ○髙木 智晶 チームバルボーザジャパン大垣 判定２－０ 

 

第２８試合 ＳＴ①ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 



田口 貴規 Ｔｅａｍ零 VS ○滝川 誠 クラブバーバリアン 判定３－０ 

 

第２９試合 ＳＴ①ミドル級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

△梶田 恵三 ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ VS △平松 英之 テンクローバージム 判定０－０ 

 

第３０試合 ＳＴ②ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz） 

水野 貴文 志村道場/ＨＥＡＴフィットネスジム VS ○大谷 涼 ＹＡＢＡＣＨＯ-ＢＡＳＥ 判定３－０ 

 

第３１試合 アマＳＢトーナメント －７０ｋｇ級 決勝 ３分×２Ｒ（延長２分１Ｒ､ＦＧ無､１２oz） 

○杉野 芳則 早川ジム VS 山本 貴義 ストライキングジムアレス 判定１－０ ＥＸ３－０ 

 

第２部 

 

第１試合 ＳＢＣライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz） 

△松下 融 クラブバーバリアン VS  △宮田 敦仁 ストライキングジムアレス 判定１－１ 

 

第３試合 ＳＴ①フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

△吉見 知真 格技会 VS △堀田 清豪 Ｔｅａｍ零 判定１－１ 

 

第４試合 ＳＴ①ライト級 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 △向畑 貴司 Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ 判定１－０ 

 

第５試合 ＳＴ①フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

△市来 凌 ＭＡＣＳ ＧＹＭ VS △HATSUTA JOSE 格技会 判定１－０ 

 

第６試合 ＳＴ②バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz） 

○加藤 祟洋 ＧＳＢ名古屋 VS 小澤 潤也 風吹ジム 判定３－０ 

 

第７試合 ＳＴ②ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz） 

○加藤 駿 ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋 VS 安川 侑己 ＨＩＧＨ-ＭＯＵＮＴ 判定３－０ 

 

第８試合 ＳＴ②８０ｋｇ契約 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz） 

○竹内 和洋 クラブバーバリアン  VS 生川 雄大 フリー １Ｒ１：１４ ＴＫＯ 

 

第９試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＢ ６７.８ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ 

○佐藤 圭吾 ＮＥＸイチムエ VS 原口 佳彦 ＧＳＢ名古屋 １Ｒ１：４２ ＴＫＯ 

 

第１０試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６３.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

内川 景太 ＮＥＸイチムエ VS ○吉野 光 志村道場 判定３－０ 

 

第１１試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６７.８ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○守友 貴明 イチケン柔術アカデミー VS 平山 稔和 ＮＥＸイチムエ １Ｒ１：４５ アームロック 



 

第１２試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７２.３ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ 

○安藤 慎一朗 名城大学日本拳法部 VS 水澤 陸  ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ 判定３－０ 

 

第１４試合 ＳＴ①フライ級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

○竹内 綾伺 ＧＳＢ豊橋 VS 各務 文人 龍生塾東海ジム 判定３－０ 

 

第１５試合 ＳＴ①バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

坂野 秀和 ＧＳＢ名古屋 VS ○牧野 聖生 格技会 判定２－０ 

 

第１６試合 ＳＴ①バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

○安藤 奏空 風吹ジム  VS 平野 憲 フリー ２Ｒ１：４７ ＴＫＯ 

 

第１７試合 ＳＴ①フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

○藤木 海志 ＧＳＢ名古屋 VS 青山 理葵 ＮＥＸイチムエ 判定２－０ 

 

第１８試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

山口 マサシ 龍生塾東海ジム VS ○平田 晴之 ＧＳＢ名古屋 判定２－０ 

 

第１９試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

○柴田 直樹 ストライキングジムアレス VS 松下 秀太郎 ＧＳＢ名古屋 判定２－０ 

 

第２０試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

内藤 麟太郎 志村道場/HEAT フィットネスジム VS ○宮田 敦仁 ストライキングジムアレス 判定３－０ 

 

第２１試合 ＳＴ②フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz） 

○田平 ブルーノ ストライキングジムアレス VS 中野 瑞生 非公開 判定３－０ 

 

第２２試合 ＳＴ②フライ級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz） 

△内藤 啓人 ストライキングジムアレス VS △加藤 駿 ＧＳＢ多治見 判定０－０ 

 

第２４試合 ＳＴ②フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア・１４oz） 

△市来 凌 ＭＡＣＳ ＧＹＭ VS △林 拓未 ストライキングジムアレス 判定１－１ 

 

第２５試合 ＳＴ②バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア・１４oz）  

加藤 祟洋 ＧＳＢ名古屋 VS ○池田 明輝 チームバルボーザジャパン半田 判定３－０ 

 

第１部 優秀選手（６名選出） 

・平田 綾力（ＧＳＢ豊橋） 

・志水 萌々（空手道白心会） 

・天野 颯太（ＩＮＳＰＩＲＥ‘Ｓ） 

・林 竜也（ＧＳＢ多治見） 



・長谷川 駆（クラブバーバリアン） 

・大谷 涼（ＹＡＢＡ-ＣＨＯ-ＢＡＳＥ） 

 

第１部 ＭＶＰ（最優秀選手） 

・石川 等（非公開） 

 

  

第２部 優秀選手（４名選出） 

・加藤 駿（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋） 

・竹内 和洋（クラブバーバリアン） 

・安藤 奏空（風吹ジム） 

・宮田 敦仁（ストライキングジムアレス） 

第２部 ＭＶＰ（最優秀選手） 

・池田 明輝（チームバルボーザジャパン半田） 
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－７０ｋｇ級（２名参加） 

・優勝 杉野 芳則（早川ジム） 


