【ストライキングチャレンジ４８＆シュートボクシングチャレンジ２８】
【アマチュアＳＢトーナメント セントラルｖｏ.１５】
【スプラッシュ主催：アマチュアＤＥＥＰ 公武堂ファイト２９】

●第１部（ＳＴＣ２４試合、ＳＢトーナメント１試合、アマＤＥＥＰ７試合）

第１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､６oz）
塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」 × ◯古川 漣「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定３ー０

第２試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､６oz）
増井 寧音「ＮＥＸイチムエ」 × ◯東家 大将「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定２ー０

第３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､６oz）
◯平田 綾力「ＧＳＢ豊橋」 × 宮坂 渉「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ

第４試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､８oz）
松田 菜愛「ＧＳＢ多治見」 × ◯守崎 華「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

第５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
△成瀬 煌大「ＧＳＢ多治見」 × △森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」 判定１ー０

第６試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
◯杉浦 璃空「ＧＳＢ豊橋」 × 増井 寿蘭「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

第７試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､６oz）
塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」 × ◯東家 大将「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ

第８試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､６oz）
◯増井 寧音「ＮＥＸイチムエ」 × 宮坂 渉「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ

第９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､６oz）
◯平田 綾力「ＧＳＢ豊橋」 × 古川 漣「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定２ー０

第１０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､８oz）
◯伊藤 勇登「ＧＳＢ名古屋」 × 守崎 華「ＮＥＸイチムエ」 １Ｒ.ＴＫＯ

第１１試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ５８.７ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
◯雅貴「チーム日孝建設」 × 金 一男「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定３ー０

第１２試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６３.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
唯斗「翼鍛錬所」 × ◯小川 博史「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 ２Ｒ.１分２１秒 ＴＫＯ

第１３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」 × ◯市来 凌「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 ２Ｒ.１分４２秒 ＴＫＯ

第１４試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７２.３ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ
聡「翼鍛錬所」 × ◯角井 俊介「ＣＢ ＩＭＰＡＣＴ」 １Ｒ.２分００秒 腕十字

第１５試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＤ ５４.２ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ
◯永野 隼都「空手道禅道会長野県本部道場」 × 江頭 弘輝「ＫＡＫＯ ＧＹＭ」 ２Ｒ.１分０６秒 ＴＫＯ

第１６試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＣ ６７.８ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
◯安藤 慎一朗「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 × 徳田 洋「獅王’ｚ」 判定３ー０

第１７試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７２.３ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
金澤 亨「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 × ◯塩谷 和哉「パラエストラ岐阜」 ２Ｒ.２分１２秒 ニンジャチョーク

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」 × △大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」 判定０ー１

第１９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
△杉浦 璃空「ＧＳＢ豊橋」 × △成瀬 煌大「ＧＳＢ多治見」 判定０ー０

第２０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
△増井 寿蘭「ＮＥＸイチムエ」 × △寺部 莞爾「ストライキングジムアレス」 判定１ー０

第２１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､８oz）
松田 菜愛「ＧＳＢ多治見」 × ◯伊藤 勇登「ＧＳＢ名古屋」 １Ｒ.ＴＫＯ

第２３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」 ×◯ 森田 空「ＧＳＢ豊橋」 １Ｒ.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）
◯鈴木 瑠星「ストライキングジムアレス」 × 和田 怜空「ＧＳＢ名古屋」 判定２ー０

第２５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（フルフェイス､ボディプロテクター､８oz）
寺部 莞爾「ストライキングジムアレス」 × ◯森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」 判定２ー１

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）
◯林 日陽「ＧＳＢ名古屋」 × 木倉 天丸「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ

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）
△和田 青空「ＧＳＢ名古屋」 × △寺部 吟「ストライキングジムアレス」判定０ー１

第２８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 空「ＧＳＢ豊橋」 × 大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

第２９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」 × ◯近藤 大晟「ストライキングジムアレス」 判定３ー０

第３０試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､１２oz）
戸松 龍之介「ＫＡＮＡＬＯＡ ＧＹＭ」 × ◯湧田 翔馬「金子ジム」 判定３ー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）
◯奈良川 瞬「ＧＳＢ名古屋」 × 塩井 遼太郎「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

第３２試合 アマＳＢ －６０ｋｇ級 決勝戦 ３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､１２oz）
◯安川 侑己「ＨＩＧＨ-ＭＯＵＮＴ」 × 山田 将成「キック塾」 ２Ｒ.ＴＫＯ

●第２部（ＳＴＣ１１試合、ＳＢＣ１試合、アマＤＥＥＰ７試合）

第１試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､１２oz）
◯長谷川 ともみ「ＧＳＢ豊橋」 × 山路 実里「ＧＳＢ多治見」 判定３ー０

第２試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Jr､レディース用ヘッドギア､１２oz）
榊原 彩花「ＧＳＢ名古屋」 × ◯橋本 純子「ＧＳＢ多治見」 判定３ー０

第３試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
二村 美也斗「ＴＥＡＭ零」 × ◯浅田 優樹「ＧＳＢ名古屋」 判定２ー０

第４試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ５８.７ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
◯伊藤 裕樹「ＮＥＸイチムエ」 × 金 一男「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 ２Ｒ.１分４３秒 ＴＫＯ

第５試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ５８.７ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ
木戸脇 広樹「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 × ◯松岡 疾人「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

第６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」 × トーレス・カルデロン・アレハンドロ・ダニエル「坂本ＭＭＡ・Ｔｅａｍ」 判定３ー０

第７試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＣ ６３.２ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
吉田 開威「練成館」 × ◯村上 孟寛「ＣＢ ＩＭＰＡＣＴ」 判定３ー０

第８試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ７２.３ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
國松 大記「ＫＡＫＯ ＧＹＭ」 × ◯塩谷 和哉「パラエストラ岐阜」 ２Ｒ.１分２１秒 フロントチョーク

第９試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＡ ６７.８ｋｇ以下級 ３分×２Ｒ
◯安藤 慎一朗「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 × 勝連 諒「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 ２Ｒ.１分１２秒 ＴＫＯ

第１０試合 アマチュアＤＥＥＰ ルールＣ ７９.１ｋｇ以下級 ２分×２Ｒ
△蛭田 淳「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 × △高津 十樹「ＣＢ ＩＭＰＡＣＴ」 判定０ー１

第１１試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
伊藤 貴一「ＧＳＢ多治見」 × ◯山口 直研「金子ジム」 判定３ー０

第１２試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有､１４oz）
三浦 夢雲「ＣＢインパクト」 × ◯馬渕 廣和「ＥＮＪＯＹ」 判定３ー０

第１３試合 ＳＢ② ライト級 ３分×２Ｒ（延長３分１Ｒ､フェイスガード無､１２oz）
松下 融「クラブバーバリアン」 × ◯安川 侑己「ＨＩＧＨ-ＭＯＵＮＴ」 判定３ー０

第１４試合 ＳＴ② バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
◯豊田 健児「ストライキングジムアレス」 × 太田 侑希「風吹ジム」 １Ｒ.ＴＫＯ

第１５試合 ＳＴ② フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
◯宮本 優哉「ＫＡＮＡＬＯＡ ＧＹＭ」 × 青山 理葵「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０

第１６試合 ＳＴ② バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
◯豊田 健児「ストライキングジムアレス」 × 安藤 奏空「風吹ジム」 判定３ー０

第１７試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無､１４oz）
青木 雅孝「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 × ◯浅田 優樹「ＧＳＢ名古屋」 判定３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」 × ◯小澤 潤也「風吹ジム」 判定３ー０

第１９試合 ＳＴ③ ６９ｋｇ以下契約 ３分×２Ｒ（フェイスガード無､１２oz）
◯山本 蔵人「名古屋ＪＫＦ」 × 加藤 駿「ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋」判定３ー０

☆第１部 ＳＴＣ優秀賞☆
平田 稜力（ＧＳＢ豊橋）
伊藤 勇登（ＧＳＢ名古屋）
東家 大将（ＭＡＣＳ ＧＹＭ）
近藤 大晟（ストライキングジムアレス）
☆第１部 ＳＴＣ ＭＶＰ☆
森田 空（ＧＳＢ豊橋）
☆アマチュアＳＢトーナメント ー６０ｋｇ級☆
優勝・・・安川 侑己（ＨＩＧＨーＭＯＵＮＴ）

☆第２部 ＳＴＣ優秀賞☆
橋本 純子（ＧＳＢ多治見）
浅田 優樹（ＧＳＢ名古屋）
宮本 優哉（ＫＡＮＡＬＯＡ ＧＹＭ）
山本 蔵人（名古屋ＪＫＦ）
☆第２部 ＳＴＣ ＭＶＰ☆
豊田 健児（ストライキングジムアレス）

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト２９
☆優秀賞☆
伊藤 裕樹（ＮＥＸイチムエ）
塩谷 和哉（パラエストラ岐阜）
☆ＭＶＰ☆
小川 博史（ＭＡＣＳ ＧＹＭ）

