ＳＴＣ４５＆ＳＢＣ２５

アマＳＢトーナメント「セントラル.１２」

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２６全試合結果・各賞入賞者
第１試合ＳＴＣジュニア１分３０秒×２Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
西村絆キング・ムエ × ○平田綾力ＧＳＢ豊橋 判定２－０
第２試合ＳＴＣジュニア１分３０秒×２Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
○吉田大成ＧＳＢ名古屋 × 塩崎匠ＧＳＢ多治見 １ＲＴＫＯ
第３試合ＳＴＣジュニア１分３０秒×２Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
今井智大キング・ムエ × ○増井寿蘭ＮＥＸイチムエ

判定３－０

第４試合ＳＴＣジュニア１分３０秒×２Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
西村羽蹟キング・ムエ × ○森田陸斗ＧＳＢ豊橋

１ＲＴＫＯ

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 × 古澤愛梨ＴＳＣ ２ＲＴＫＯ
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）
○鈴木健斗空手道白心会 × 坂田七星ＯＩＳＨＩＧＹＭ 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）
△天野楓大ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ × △朝岡李音ＯＩＳＨＩＧＹＭ 判定１－１
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）
鈴木瑠星ストライキングジムアレス × ○木本大惺ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ 判定３－０
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）
西村直虎ＯＩＳＨＩＧＹＭ × ○長谷川裕都空手道白心会 判定２－０
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）
○林日陽ＧＳＢ名古屋 × 笹原大和ＯＩＳＨＩＧＹＭ

判定３－０

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）
和田青空ＧＳＢ名古屋 × ○奥村仁哉ＧＳＢ多治見 ２ＲＴＫＯ
第１２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）
奈良川瞬ＧＳＢ名古屋 × ○古澤与識ＴＳＣ １ＲＴＫＯ

第１３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）
○志水萌々空手道白心会 × 森田空ＧＳＢ豊橋 判定３－０
第１４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）
○馬場蓮砲ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ × 恩田千涼ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定２－０
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）
近藤大晟ストライキングジムアレス × ○天野颯大ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定２－０
第１６試合ＳＴＣジュニア１分３０秒×２Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
○吉田大成ＧＳＢ名古屋 × 羽田野秀虎キング・ムエ

２ＲＴＫＯ

第１７試合ＳＴＣジュニア２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
山本優人ブルズアイファイティングクラブ × ○鎌田瑞葵ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ ２ＲＴＫＯ
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）
土井涼雅ＧＳＢ多治見 × ○西村嶺汰キング・ムエ

判定２－０

第１９試合ＳＴＣジュニア２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
○清水楓眞ストライキングジムアレス × 古澤誠一ＴＳＣ 判定２－０
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）
○磯貝太一空手道白心会 × 林竜也ＧＳＢ多治見 １ＲＴＫＯ
第２１試合ＳＴ.Ｗ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
○城 実里 ストライキングジムアレス × 山路実里ＧＳＢ多治見

１ＲＴＫＯ

第２２試合ＳＴ.Ｗ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
○梅尾メイチームバルボーザジャパン × 河村 知子ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋

判定３－０

第２３試合ＳＴ.Ｗ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
○森田実沙樹ＧＳＢ豊橋 × 櫛間実乃里ストライキングジムアレス 判定３－０
第２４試合アマＳＢ－５５ｋｇ級１回戦３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○都築太一チームバルボーザジャパン × 山田順平ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定３－０
第２５試合アマＳＢ－５５ｋｇ級１回戦３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○桃原英暉ストライキングジムアレス × 加藤祟洋ＧＳＢ名古屋 判定３－０
第２６試合アマＳＢ－６０ｋｇ級１回戦３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
安川侑己Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ × ○浅井義弘フリー

判定３－０

第２７試合アマＳＢ－６０ｋｇ級１回戦３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○佐藤貴則一色ボクシングジム × 山本幸司ＧＳＢ名古屋 判定３－０
第２８試合アマＳＢ－６０ｋｇ級１回戦３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
市来凌ＭＡＣＳＧＹＭ × ○林拓未ストライキングジムアレス 判定３－０
第２９試合ＳＴ①ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
△吉田幸広Ｉ.Ｓ.Ｙ.ファイトクラブ × △磯村真言ＧＳＢ名古屋 判定１－０
第３０試合ＳＴ①ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
仲井良太ブルズアイファイティングクラブ ×○中里雄大ＧＳＢ名古屋 １Ｒ終了時ＴＫＯ
第３１試合ＳＴ①フライ級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○影石恭介ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ × 竹内綾伺ＧＳＢ豊橋

判定３－０

第３２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）
○中根広明ストライキングジムアレス × 安田 裕次 ＧＳＢ多治見 判定３－０
第３３試合ＳＴ.Ｗ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
梅尾メイチームバルボーザジャパン × ○牧原 加奈ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ 判定３－０
第３４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）
△藤田敦暉ストライキングジムアレス ×△長谷川大輔センモラコットムエタイジムジャパン
第３５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）
○豊田健児ストライキングジムアレス × 安藤比佐志ＯＩＳＨＩＧＹＭ

判定２－０

第３６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）
○鍵山洋輔Ｉ.Ｓ.Ｙ.ファイトクラブ × 出口祐二ＰＰＣ 判定３－０
第３７試合ＳＴＣジュニア２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz）
△高杉魁ＧＳＢ名古屋 × △天野颯大ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ 判定０－１
第３８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）
三浦智也センモラコットムエタイジムジャパン × ○三浦基嗣ＮＥＸ大須 ２ＲＴＫＯ
第３９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）
中野瑞生誠心会拳法 × ○鈴木泰平ＧＳＢ豊橋 判定２－０
第４０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）
中川瑞樹ＴＥＡＭ零 × ○四十万谷直輝ＧＳＢ名古屋 判定２－０

判定１－１

第４１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）
△竹内吉チームバルボーザジャパン × △古居龍篤ＯＩＳＨＩＧＹＭ 判定１－０
第４２試合ＳＴ①ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○西本啓太ＮＯ ＮＡＭＥ × 早川高志ＫＲＫ 判定３－０
第４３試合ＳＴ①ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
亀井工輝ＧＳＢ豊橋 × ○井手豊和ストライキングジムアレス

判定３－０

第４４試合ＳＴ①ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
加藤昭稽道会 × ○ハッタ・ホセ格技会 判定３－０
第４５試合アマチュアＤＥＥＰルールＢ５８.７ｋｇ以下級３分×２Ｒ
伊藤夏海 ISHITSUNAMMAGYM × ○中森祐人ＧＳＢ多治見 ２Ｒ腕十字
第４６試合アマチュアＤＥＥＰルールＢ５８.７ｋｇ以下級２分×２Ｒ
○西村正司ストライキングジムアレス × 大嶽尚孝ＧＳＢ多治見 １ＲＴＫＯ
第４７試合アマチュアＤＥＥＰルールＤ６３.２ｋｇ以下級２分×２Ｒ
木村宣敬ストライキングジムアレス × ○原耕一朗ＭＡＣＳＧＹＭ 三角絞め
第４８試合アマチュアＤＥＥＰルールＡ６３.２ｋｇ以下級３分×２Ｒ
○味岡貴章ストライキングジムアレス × 徳山直樹ＦＵＢＵＫＩＢＪＪ
第４９試合アマチュアＤＥＥＰルールＢ６７.８ｋｇ以下級３分×２Ｒ
シノダリュウスケ三重ＧＢＦ × ○守友貴明イチケン柔術アカデミー豊橋 三角絞め
第５０試合アマチュアＤＥＥＰルールＡ６７.８ｋｇ以下級２分×２Ｒ
○井本遼我ＧＳＢ名古屋 × 畑田啓太スプラッシュ 判定３－０
第５１試合アマチュアＤＥＥＰルールＣ８５.９ｋｇ以下級３分×２Ｒ
○清水昌雄ストライキングジムアレス × 水澤陸ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ
第５２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）
△星野晶ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ × △加藤丈ＧＳＢ多治見 判定１－０
第５３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）
遠山秀典ＯＩＳＨＩＧＹＭ × ○原口佳彦ＧＳＢ名古屋

判定３－０

第５４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）
真砂尊之ＯＩＳＨＩＧＹＭ × ○髙木智晶チームバルボーザジャパン大垣支部

判定２－０

第５５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）
吉本明弘ＯＩＳＨＩＧＹＭ × ○藤沢和範ＴＥＡＭＡＸＥＳ 判定３－０
第５６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）
○中里雄大ＧＳＢ名古屋 × 中川啓介ＧＳＢ多治見

１ＲＴＫＯ

第５７試合ＳＴ①７２ｋｇ契約２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
吉田力丸ＧＳＢ名古屋 × ○鈴川剛功ストライキングジムアレス ２ＲＴＫＯ
第５８試合ＳＴ①ミドル級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
桑原優ＰＰＣ × ○身吉・チアゴ・ヒロシストライキングジムアレス １ＲＴＫＯ
第５９試合ＳＴ①ミドル級２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz）
○和田昌樹ＮＥＸ大須 × 片岡秀充ＮＯ ＮＡＭＥ １ＲＴＫＯ
第６０試合アマＳＢ－５５ｋｇ級準決勝３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○内藤啓人ストライキングジムアレス × 都築 太一 チームバルボーザジャパン

判定３－０

第６１試合アマＳＢ－５５ｋｇ級準決勝３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○桃原 英暉 × 小林竜Ｂ.Ｆ.ＡＳＥＥＤ 判定３－０
第６２試合アマＳＢ－６０ｋｇ級準決勝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 × 浅井 義弘

フリー 判定２－０

第６３試合アマＳＢ－６０ｋｇ級準決勝３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
佐藤 貴則 一色ボクシングジム × ○林 拓未 ストライキングジムアレス 判定１－１ ＥＸ.ＴＫＯ
第６４試合アマＳＢ－６５ｋｇ級 １回戦３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
○宮田敦仁ストライキングジムアレス × 都築知弘フリー

判定３－０

第６５試合アマＳＢ－６５ｋｇ級 １回戦３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
西村武志ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ × ○山内慎司風吹ジム 判定１－１ ＥＸ.３－０
第６６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）
青山理葵ＮＥＸイチムエ × ○中森祐人ＧＳＢ多治見

判定２－０

第６７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）
○佐藤新五ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ × 安田裕次ＧＳＢ多治見 ２ＲＴＫＯ
第６８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）
○植田達也ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ × 鶴田和也スプラッシュ 判定２－０

第６９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）
儀間克友真樹ジムＡＩＣＨＩ × ○藤原孝斗ＯＩＳＨＩＧＹＭ

判定３－０

第７０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）
小安重治ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ × ○田中辰明ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ ＴＫＯ
第７１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）
○梅原仁志ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋 × 山口春樹チームバルボーザジャパン

判定２－０

第７２試合ＳＴ②ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz）
岩口朋弥ＴＥＡＭＡＸＥＳ × ○山口晃弘ＴＳＣ 判定３－０
第７３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）
○磯島一誠ＴＳＣ × 吉田正樹マツオボクシング一宮富士店 ＴＫＯ
第７４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）
△畠山純一真樹ジムＡＩＣＨＩ × △津島忠彦ストライキングジムアレス 判定１－１
第７５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）
△木村慶之稽道会 × △中村勇太マツオボクシング一宮富士店

判定１－１

第７６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 × △加藤竜太ブルズアイファイティングクラブ 判定１－０
第７７試合アマチュアＤＥＥＰルールＡ６３.２ｋｇ以下級３分×２Ｒ
○内川景太ＮＥＸイチムエ × 徳山

直樹 ＦＵＢＵＫＩ ＢＪＪ 判定３－０

第７８試合ＳＴ②ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz）
○井本遼我ＧＳＢ名古屋 × 平野凌麻ＴＳＣ 判定３－０
第７９試合ＳＴ②ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz）
桜井力ＮＥＸイチムエ × ○加藤竜太真樹ジムＡＩＣＨＩ ２ＲＴＫＯ
第８０試合ＳＴ②ミドル級２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz）
山田恭弘ＧＳＢ多治見 × ○中村和也ストライキングジムアレス

判定２－０

第８１試合ＳＴ②ライト級２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz）
○山口 晃弘ＴＳＣ × 田中翔太郎Ｂ.Ｆ.Ａ-ＳＥＥＤ

判定３－０

第８２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 × 成瀬浩一ＯＩＳＨＩＧＹＭ ＴＫＯ

第８３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）
○山本蔵人名古屋ＪＫＦ × 坂本篤彦稽道会 判定３－０
第８４試合ＳＴ③ミドル級３分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１２oz）
○和田昌樹ＮＥＸ大須 × 柳優一廊 ISHITSUNAMMAGYM 判定３－０
第８５試合アマＳＢ－５５ｋｇ級決勝３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
内藤 啓人 ストライキングジムアレス × ○桃原 英暉 ストライキングジムアレス 判定１－１ ＥＸ.２
－１
第８６試合アマＳＢ－６０ｋｇ級決勝３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
浅井 義弘 フリー × ○林 拓未 ストライキングジムアレス 判定２－０
第８７試合アマＳＢ－６５ｋｇ級決勝３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
宮田 敦仁 ストライキングジムアレス × ○山内 慎司 風吹ジム 判定３－０
第１試合～第４４試合

ＳＴＣ４５ 優秀選手

・古澤 与識（ＴＳＣ）
・志水 萌々（空手道白心会）
・鎌田 瑞葵（ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ）
・西村 嶺汰（キング・ムエ）
・城 実里（ストライキングジムアレス）
・三浦 基嗣（ＮＥＸ大須）

ＳＴＣ４５ ＭＶＰ
・牧原 加奈（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ）

第４５試合～第８７試合
ＳＴＣ４５ 優秀選手
・田中 辰明（ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ）
・中里 雄大（ＧＳＢ名古屋）
・磯島 一誠（ＴＳＣ）

・加藤 竜太（真樹ジムＡＩＣＨＩ）
・山本 蔵人（名古屋ＪＫＦ）
・和田 昌樹（ＮＥＸ大須）
ＳＴＣ４５ ＭＶＰ
・加藤 駿（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋）

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２６ 優秀選手
・西村 正司（ストライキングジムアレス）
・井本 遼我（ＧＳＢ名古屋）
・内川 景太（ＮＥＸイチムエ）
アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２６ ＭＶＰ
・原 耕一朗（ＭＡＣＳ ＧＹＭ）

アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.１２」 入賞者
-５５ｋｇ級
優勝・・・桃原 英暉（ストライキングジムアレス）
２位・・・内藤 啓人（ストライキングジムアレス）
－６０ｋｇ級
優勝・・・林 拓未（ストライキングジムアレス）
２位・・・浅井 義弘（フリー）
－６５ｋｇ級
優勝・・・山内 慎司（風吹ジム）
２位・・・宮田 敦仁（ストライキングジムアレス）

