
２０１５年１２月６日（日） 公武堂ＭＡＣＳ ３Ｆタイガーホール 

 

●ＳＴＣ４７＆ＳＢＣ２７ 

●アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.１４」 

●アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２８ 

 

全試合結果  

 

 

第１部 

 

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） 

宮坂 渉「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× ○鎌田 竜葵「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」 ２Ｒ.１：０５ ＴＫＯ 

 

 

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） 

古川 蓮「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× ○森 凰峨「スプラッシュ」 判定０－２ 

 

 

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） 

○吉田 大成「ＧＳＢ名古屋」× 古賀 一徳「スプラッシュ」 判定３－０ 

 

 

第５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」× △増井 寿蘭「ＮＥＸイチムエ」 判定１－０  

 

 

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､８oz） 

松田 菜愛「ＧＳＢ多治見」× ○平原 奏「極真会館石川道場」 判定０－３ 

 

 

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） 

○和田 怜空「ＧＳＢ名古屋」× 塩井 潤平「ＮＥＸイチムエ」 １Ｒ.１：２７ 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） 

○天野 楓大「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」× 山本 晴「ＮＥＸイチムエ」 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） 

○奈良川 瞬「ＧＳＢ名古屋」× 塩井 遼太郎「ＮＥＸイチムエ」 判定３－０ 

 

 

第１０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） 

△鎌田 竜葵「ＧＳＢ豊橋」× △増井 寧音「ＮＥＸイチムエ」 判定１－１ 

 

 

第１１試合 ＳＴＣジュニア ２分秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz） 

○宮本 優哉「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」× 大崎 聖弥「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 ２Ｒ.０：４６ ＴＫＯ 

 

 

第１２試合 ＳＴＣジュニア ２分秒×２Ｒ（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」× △篠谷 幸希「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定１－０ 

 

 

第１３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） 

○古賀 一徳「スプラッシュ」× 東家 大将「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定３－０ 

 

 

第１４試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ５４.２ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ 

○雅貴「チーム日孝建設」 × 多湖 力翔「ＮＥＸイチムエ」 １Ｒ.２：４０ 腕十字 

 

 

第１５試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６３.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

一茂「翼鍛錬所」 × ○三宅 輝砂「志村道場」 １Ｒ.２：１２ バックチョーク 

 

 

第１６試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７２.３ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

聡「翼鍛錬所」 × ○西幅 亮平「格研會」 判定０－３ 

 

 



第１８試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ５８.７ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○中森 祐人「ＧＳＢ多治見」 × 味岡 貴章「ストライキングジムアレス」 １Ｒ.２：５２ 三角絞め 

 

 

第１９試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＢ ７２.３ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

柳 優一廊「ISHITSUNA MMA GYM」 × ○角井 俊介「ＣＢ ＩＭＰＡＣＴ」 判定０－３ 

 

 

第２０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) 

△野畑 歩希「風吹ジム」× △橋本 一生「チームケン スリムクラブ」 判定１－０ 

 

 

第２１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「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× 石坂 空志「空手道白心会」 判定３－０ 

 

 

第２２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） 

川合 郁弥「ＮＥＸイチムエ」× ○神田 陽生「チームケン スリムクラブ」 １Ｒ.１：１７ ＴＫＯ 

 

 

第２４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」× △中島 隆徳「チームケン スリムクラブ」 判定１－１ 

 

 

第２５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） 

○笹原 大和「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× 長谷川 煌「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 ２Ｒ.１：２５ ＴＫＯ 

 

 

第２６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） 

△木倉 天丸「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× △守崎 愛虎「ＮＥＸイチムエ」 判定０－０ 

 

 

第２７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」×△ 鈴木 瑠星「ストライキングジムアレス」 判定０－０ 

 

 



第２８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） 

小澤 拓冬「風吹ジム」× ○大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」 ２Ｒ.１：４０ ＴＫＯ 

 

 

第２９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」× △土井 乙花「ＧＳＢ多治見」 判定０－１ 

 

 

第３０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」× 長谷川 裕都「空手道白心会」 判定３－０ 

 

 

第３１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」× △馬場 蓮砲「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」 判定１－０ 

 

 

第３２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」× 木本 大惺「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」 判定３－０ 

 

 

第３３試合 ＳＴＣジュニア ２分秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz） 

○土井 涼雅「ＧＳＢ多治見」× 桜井 宇宙「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ.０：４０ ＴＫＯ 

 

 

第３４試合 ＳＴＣジュニア ２分秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz） 

○林 竜也「ＧＳＢ多治見」× 平原 澪「極真会館石川道場」 判定３－０ 

 

 

第３５試合 ＳＴＣジュニア ２分秒×２Ｒ（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」× ○宮本 優哉「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定３－０ 

 

 

第３６試合 ＳＴＣジュニア ２分秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz） 

○磯貝 太一「空手道白心会」× 古澤 誠一「ＴＳＣ」 ２Ｒ.１：４５ ＴＫＯ 

 

 



第３７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） 

○河合 克「HIGH-MOUNT」 × 山口 竜也「スプラッシュ」 判定３－０ 

 

 

第３８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） 

△石川 等「ＩＳＹファイトクラブ」 × △柳平 光「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」 判定０－１ 

 

 

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） 

○四十万谷 直輝「ＧＳＢ名古屋」×横田 凜太郎「ストライキングジムアレス」 判定３－０ 

 

 

第４０試合 ＳＴ③フェザー級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１２oz） 

△磯島 一誠「ＴＳＣ」 × △市来 凌「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定１－０ 

 

 

第４１試合 ＳＴ③７３.５ｋｇ契約 ３分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１２oz） 

△山本 蔵人「名古屋ＪＫファクトリー」 × △和田 昌樹「ＮＥＸ大須」 判定１－０ 

 

 

第２部 

 

 

第１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） 

○加藤 駿「ＧＳＢ多治見」 × 柴 俊太郎「ＧＳＢ豊橋」 １Ｒ.１：１５ ＴＫＯ 

 

 

第２試合 アマＳＢ －６５ｋｇ級 準決勝 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz） 

○安川 侑己「HIGH-MOUN」T × 加藤 駿「ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋」 判定３－０ 

 

 

第３試合 アマＳＢ －６５ｋｇ級 準決勝 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz） 

河合 克「High-Mount」」 × ○井本 遼我「ＧＳＢ名古屋」 判定０－３ 

 

第４試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア､１２oz） 

○森田 実沙樹「ＧＳＢ豊橋」 × 牧原 加奈「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 判定３－０ 



 

 

第５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） 

○中里 雄大 「ＧＳＢ名古屋」 × 山根 巧「チーム.パルティアンショット」 ２Ｒ.１：３０ ＴＫＯ 

 

 

第６試合 ＳＴ③フェザー級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１２oz） 

○河野 匡彦「キック塾」 × 青木 雅孝「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 ２Ｒ.１：０８ ＴＫＯ 

 

 

第７試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

○川合 隆寛「キック塾」 × 日比野 潤也「ＫＡＮＡＬＯＡ ＧＹＭ」 判定２－０ 

 

 

第８試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

田口 貴規「チーム零」 × ○川口 隼「拳桜塾」 判定０－２ 

 

 

第９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） 

○磯村 真言「ＧＳＢ名古屋」 × 今井 海斗「チーム零」 ２Ｒ.１：１０ ＴＫＯ 

 

 

第１０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） 

△近藤 記裕「ＧＳＢ名古屋 × △居城 博行「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」 判定０－１ 

 

 

第１１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「チーム零」 × ○苅谷 圭一朗「YABA-CHO-BASE」 判定０－３ 

 

 

第１２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） 

西田 隼大「拳桜塾」 × ○佐藤 孝昭「キック塾」 判定０－３ 

 

 

第１３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） 

桜井 魁都「拳桜塾」 × ○安藤 比佐志「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 判定０－３ 



 

 

第１４試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ５８.７ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○中森 祐人「ＧＳＢ多治見」 × 大野 稜果「ISHITSUNA MMA GYM」 １Ｒ.２：４０ 腕十字 

 

 

第１５試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＣ ６７.８ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○畑田 啓太「スプラッシュ」 × 三上 聖斗「ＧＳＢ名古屋」 １Ｒ.２：３７ 腕十字 

 

 

第１６試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＢ ６３.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○三宅 輝砂「志村道場」 × チグアラ ケンジ「ISHITSUNA MMA GYM」 ２Ｒ２：５１ 腕十字 

 

 

第１７試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ５４.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○北 竜也「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 × 藤岡 誠「志村道場」 ２Ｒ.１：４５ 腕十字 

 

 

第１８試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６３.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

○小川 博史「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 × 徳山 直樹「ＦＵＢＵＫＩ Ｊｉｕ-Ｊｉｔｓｕ」 ２Ｒ.２：１７ パウンドアウ

ト 

 

 

第１９試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７２.３ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ 

柳 優一廊「ISHITSUNA MMA GYM」 × ○水澤 陸「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定０－２ 

 

 

第２０試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ９５ｋｇ超級 ２分×２Ｒ 

林 慶士「ＴＥＡＭ零」 × ○吉田 樹「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 １Ｒ.０：５０ アームロック 

 

 

第２１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） 

北風 勇「ＧＳＢ豊橋」 × ○水野 康平「ＫＡＮＡＬＯＡ ＧＹＭ」 判定０－３ 

 

 



第２２試合 ＳＴ①７７ｋｇ契約 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

入江 則彰 「スプラッシュ」 × ○山下 陽太「志村道場」 １Ｒ.１：５８ ＴＫＯ 

 

 

第２３試合 ＳＴ①６７ｋｇ契約 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

塩田 和彦「ＧＳＢ名古屋」 × ○竹島 克憲「ＮＥＸイチムエ」 判定０－２  

 

第２４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 正順「ＧＳＢ豊橋」× ○時田 大地「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 １Ｒ.１：５３ ＴＫＯ 

 

 

第２５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） 

浅田 優樹「ＧＳＢ名古屋」 × ○今井 はるゆき「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定０－３ 

 

 

第２６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） 

吉田 力丸「ＧＳＢ名古屋」 × ○渡辺 耕平「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 判定０－２ 

 

 

第２７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） 

△影石 恭介「ＩＮＳＰＩＲＥ’Ｓ」 × △柴田 幸太郎 「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定１－０ 

 

 

第２８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） 

△中里 雄大「ＧＳＢ名古屋」 × △今井 武士「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」 判定１－０ 

 

 

第２９試合 ＳＴ②ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz） 

鈴木 智大「ＧＳＢ名古屋」 × ○岡田 淳「志村道場」 判定０－２ 

 

 

第３０試合 ＳＴ②ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz） 

○後藤 健太朗「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 × 成瀬 浩一「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 ２Ｒ.０：４３ ＴＫＯ 

 

 



第３１試合 ＳＴ②ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無ヘッドギア、１４oz） 

鈴木 秀紀「ＧＳＢ名古屋」 × ○内藤 麟太郎「志村道場」 判定０－３ 

 

 

第３２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） 

加藤 駿「ＧＳＢ多治見」 × ○佐藤 執斗「ＧＳＢ名古屋」 判定０－３ 

 

 

第３３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） 

安川 侑己「High-Mount」 × ○井本 遼我「ＧＳＢ名古屋」 判定０－２ 

 

今大会における各賞受賞者、アマチュアＳＢトーナメントの入賞者です。 

 

 

また今大会も商品やトロフィーを提供して下さった企業様がございます。 

 

 

●プロテクタ－Ｊ.Ｍ・Ｂ様（ＳＴＣ.ＭＶＰ者、ＳＢトーナメント入賞者、アマチュアＤＥＥＰ.ＭＶＰ者） 

 

 

●ＢＡＤ ＢＯＹ様（ＳＢトーナメント入賞者、アマチュアＤＥＥＰ.ＭＶＰ者） 

 

 

●（株）ユニオンサービス様（ＳＢトーナメント入賞者トロフィー） 

 

 

●（株）公武堂様（勝利者賞） 

本当にありがとうございました。 

 

●ＳＴＣ４７＆ＳＢＣ２７ 

 

 

◎第１部 優秀選手（６名） 

 

 

http://jmb-protector.com/
http://www.badboy.jp/
http://www.union-service.co.jp/
http://www.koubudo.co.jp/


和田 怜空（ＧＳＢ名古屋） 

神田 陽生（チームケン スリムクラブ） 

笹原 大和（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 

大川 隼翔（ＮＥＸイチムエ） 

土井 涼雅（ＧＳＢ多治見） 

磯貝 太一（空手道白心会） 

 

 

◎第１部 ＭＶＰ 

西村 直虎（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 

 

◎第２部 優秀選手（４名） 

中里 雄大（ＧＳＢ名古屋） 

下山 陽太（志村道場） 

時田 大地（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 

後藤 健太朗（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 

 

◎第２部 ＭＶＰ 

河野 匡彦（キック塾） 

 

 

●アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.１４」 

◎－５５ｋｇ級 

優勝：佐藤 執斗（ＧＳＢ名古屋） 

http://ameblo.jp/striking-c/image-12104054675-13505992167.html
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◎－６５ｋｇ級 

優勝：井本 遼我（ＧＳＢ名古屋） 

準優勝：安川 侑己（High-Mount） 

 

●アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２８ 

◎優秀賞（３名） 

雅貴（チーム日孝建設） 

中森 祐人（ＧＳＢ多治見） 

北 竜也（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 

◎ＭＶＰ 

三宅 輝砂（志村道場） 

 

 

http://ameblo.jp/striking-c/image-12104054675-13505992168.html
http://ameblo.jp/striking-c/image-12104054675-13505992274.html

