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全試合結果・各賞入賞者

●第１部、試合結果（ＳＴＣ２０試合、アマチュアＤＥＥＰ４試合）

第１試合 ＳＴ① ミドル級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
◯柳 優一廊「ISHITSUNA MMA GYM」VS 加藤 宏一「ストライキングジムアレス」 ２Ｒ、ＴＫＯ

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､６oz）
◯平田 綾力「ＧＳＢ豊橋」VS 増井 寧音「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

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）
塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」VS ◯森 凰峨「スプラッシュ」 １Ｒ、ＴＫＯ

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）
松田 菜愛「ＧＳＢ多治見」VS ◯山本 晴「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

第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）
◯大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」VS 神田 陽生「チームケン スリムクラブ」 判定３ー０

第６試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､１２oz）
◯青山 理葵「ＮＥＸイチムエ」VS バンティアン､クリス､ジュリコ「KANALOA-GYM」 判定２ー０

第７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）
△勝川 貴仁「命武會本部道場」VS △増井 寿蘭「ＮＥＸイチムエ」 判定１ー１

第８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)
◯森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」VS 吉田 大成「ＧＳＢ名古屋」 判定２ー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）
◯林 日陽「ＧＳＢ名古屋」VS 森田 空「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー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）
◯鈴木 瑠星「ストライキングジムアレス」VS 中島 隆徳「チームケン スリムクラブﾞ」 判定３ー０

第１１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）
△大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」VS △長谷川 煌「KANALOA-GYM」 判定１ー１

第１２試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､１２oz）
△青山 理葵「ＮＥＸイチムエ」VS △高尾 瑛直「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」 判定１ー０

第１３試合 ＳＴ② ７８ｋｇ級契約 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
◯柳 優一廊「ISHITSUNA MMA GYM」VS 横田 シンジ「ＴＳジム」 判定３ー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）
◯和田 青空「ＧＳＢ名古屋」VS 佐伯 巨樹「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」 ２Ｒ、ＴＫＯ

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）
△奈良川 瞬「ＧＳＢ名古屋」VS △奥村 仁哉「ＧＳＢ多治見」 判定０ー０

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）
林 竜也「ＧＳＢ多治見」VS ◯宮本 優哉「KANALOA-GYM」 判定３ー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）
林 日陽「ＧＳＢ名古屋」VS ◯近藤 大晟「ストライキングジムアレス」 １Ｒ、ＴＫＯ

第１８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）
◯長谷川 煌「KANALOA-GYM」VS 神田 陽生「チームケン スリムクラブ」 判定２ー０

第１９試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､１２oz）
◯高尾 瑛直「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」VS バンティアン・クリス・ジュリコ「KANALOA-GYM」 判定３ー０

第２０試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､１２oz）
西尾 和子「スプラッシュ」VS ◯鈴木 マリア「志村道場」 判定３ー０

第２１試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ
宮嶋 祐規「ＧＳＢ多治見」VS ◯洞田 藍「禅道会岐阜」 ２Ｒ、バックチョーク

第２２試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＡ ２分×２Ｒ
中森 祐人「ＧＳＢ多治見」VS ◯都築 太一「チームバルボーザジャパン」 １Ｒ、腕十字

第２３試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ
◯吉野 光「志村道場」VS 守友 貴明「イチケン柔術アカデミー豊橋」 判定３ー０

第２４試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ
◯安藤 慎一朗「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」VS 前田 邦昭「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定３ー０

●第２部、試合結果（ＳＴＣ１７試合、アマチュアＤＥＥＰ４試合）

第１試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
高尾 将和「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」VS ◯内藤 麟太郎「志村道場/HEAT FITNESS GYM」 判定３ー０

第２試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
影石 恭介「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」VS ◯市川 拓未「格技会」 判定２ー０

第３試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
◯佐藤 新五「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」VS 鍵山 洋輔「ＩＳＹファイトクラブ」 判定３ー０

第４試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
△中里 雄大「ＧＳＢ名古屋」VS △ゴメス ヒデキ「ストライキングジムアレス」 判定０ー１

第５試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
居城 博行「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」VS ◯長谷川 聖「KANALOA-GYM」 判定２ー０

第６試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
日比野 潤也「KANALOA-GYM」VS ◯松下 秀太郎「ＧＳＢ名古屋」 判定３ー０

第７試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ
宮嶋 祐規「ＧＳＢ多治見」VS ◯粥川 吏稀「禅道会岐阜」 判定３ー０

第８試合 アマチュアＤＥＥＰ ８５.８ｋｇ以下級 ルールＣ ３分×２Ｒ
松田 竜生「ＧＳＢ多治見」VS ◯清水 昌雄「ストライキングジムアレス」 １Ｒ、腕十字

第９試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ
◯藤岡 誠「志村道場」VS 古畑 博行「禅道会岐阜」 ２Ｒ、腕十字

第１０試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ
◯吉野 光「志村道場」VS 小川 博史「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 ２Ｒ、ＴＫＯ

第１１試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
◯星野 晶「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」VS 梅村 慎平「ＮＥＸ大須」 判定３ー０

第１２試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
△澤 昇吾「志村道場」VS △曽根 幸洋「ＩＮＳＰＩＲＥ‘Ｓ」 判定１ー１

第１３試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
西原 広輝「志村道場」VS ◯鈴木 秀紀「ＧＳＢ名古屋」 判定３ー０

第１４試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
伊藤 義時「ストライキングジムアレス」VS ◯吉田 力丸「ＧＳＢ名古屋」 判定３ー０

第１５試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
△柴田 直樹「ストライキングジムアレス」VS △磯村 真言「ＧＳＢ名古屋」 判定１ー０

第１６試合 ＳＴ② フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無、１４oz）
藤木 海志「ＧＳＢ名古屋」VS ◯石黒 優作「NEX-SPORTS」 判定３ー０

第１７試合 ＳＴ② フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
中里 雄大「ＧＳＢ名古屋」VS ◯田口 努「KANALOA-GYM」 判定２ー０

第１８試合 ＳＴ② フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
名倉 史晃「ストライキングジムアレス」VS ◯関島 大史「KANALOA-GYM」 判定３ー０

第１９試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
△井本 遼我「ＧＳＢ名古屋」VS △守友 貴明「イチケン柔術アカデミー豊橋」 判定０ー０

第２０試合 ＳＴ② ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz
◯安藤 慎一朗「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」VS 永島 大平「チームバルボーザジャパン」 判定２ー０

第２１試合 ＳＴ② ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
植松 正樹「KANALOA-GYM」VS ◯山本 蔵人「名古屋ＪＫファクトリー」 判定２ー０

◎第１部、優秀賞獲得選手
柳 優一廊（ISHITSUNA MMA GYM）
森 凰峨（スプラッシュ）
和田 青空（ＧＳＢ名古屋）
鈴木 マリア（志村道場）

◎第１部、ＭＶＰ獲得選手
近藤 大晟（ストライキングジムアレス）

◎第２部、優秀賞獲得選手
佐藤 新五（インスパイアＳ）
関島 大史（KANALOA GYM）

山本 蔵人（名古屋ＪＫファクトリー）

◎第２部、ＭＶＰ獲得選手
鈴木 秀紀（ＧＳＢ名古屋）

【アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２７】

◎優秀賞獲得選手
都築 太一（チームバルボーザジャパン）
藤岡 誠（志村道場）

◎ＭＶＰ獲得選手
吉野 光（志村道場）

