
ストライキングチャレンジ４９＆シュートボクシングチャレンジ２９ 

２０１６年 アマチュアＳＢ全日本選手権 中部代表決定トーナメント 

アマチュアＤＥＥＰ 公武堂ファイト３０ 

 

全試合結果 

 

第１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、６oz） 

○増井 寧音（ＮＥＸイチムエ） × 石場 優騎（ＧＳＢ豊橋） 判定３－０ 

 

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、６oz） 

古川 漣（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × ○根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） 判定２－０ 

 

第３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、６oz） 

加藤 陸登（ＮＥＸイチムエ） × ○平田 稜力（ＧＳＢ豊橋） 判定３－０ 

 

第４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） 

東家 大将（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × ○杉浦 璃空（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ.ＫＯ 

 

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、８oz） 

塩崎 匠（ＧＳＢ多治見） × ○大嶋 怜衣（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ.ＫＯ 

 

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） 

○遠山 功晟（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） × 神田 真裕（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） 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、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３－０ 

 

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、８oz） 

△渡邊 真之介（チームバルボーザジャパン大垣） × △河合 洸臥（アンダーガード） 判定１－

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、８oz） 

松田 菜愛（ＧＳＢ多治見） × 岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣） 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、８oz） 

守崎 華（ＮＥＸイチムエ） × ○河合 瑠菜（禅道会） １Ｒ.ＫＯ 



 

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、８oz） 

△小出 夏輝（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） ×  △多々良 衣音（禅道会） 判定０－０ 

 

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、８oz） 

△塩井 千利（ＮＥＸイチムエ） × △河合 空臥（アンダーガード） 判定０－０ 

 

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) 

塩井 潤平（ＮＥＸイチムエ） × ○佐々木 奈古（チームバルボーザジャパン） １Ｒ.ＫＯ 

 

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） 

○守崎 愛虎（ＮＥＸイチムエ） × 西川 京吾（Ｋｓｔｙｌｅ ｆｉｔｎｅｓｓ） 判定２－０ 

 

第１６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) 

森田 陸斗（ＧＳＢ豊橋） × ○中島 隆徳（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） 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） 

大川 隼翔（ＮＥＸイチムエ） × ○和田 怜空（ＧＳＢ名古屋） ２Ｒ.ＫＯ 

 

第１８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） 

伊藤 勇登（ＧＳＢ名古屋） × ○長谷川 煌（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） １Ｒ.ＫＯ 

 

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） 

○野畑 歩希（風吹ジム） × 橋本 一生（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） 判定３－０ 

 

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） 

△稲葉 花道（チームバルボーザジャパン） × △神田 陽生（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） 判定１－１ 

 

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） 

△鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス） × △鈴木 健斗（空手道白心会） 判定０－０ 

 

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） 

若山 蓮華（禅道会） × ○石坂 空志（空手道白心会） 判定３－０ 

 

第２３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） 

能都 穣人（禅道会） × ○森田 空（ＧＳＢ豊橋） 判定３－０ 



 

第２４試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、１２oz） 

○奥山 雅仁（風吹ジム） × 和田 青空（ＧＳＢ名古屋） １Ｒ.ＫＯ 

 

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） 

○土井 乙花（ＧＳＢ多治見） × 塩井 遼太郎（ＮＥＸイチムエ） 判定３－０ 

 

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） 

○大川 隼翔（ＮＥＸイチムエ） × 宮先 一佐（禅道会） 判定３－０ 

 

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） 

○志水 萌々（空手道白心会） × 寺部 吟（ストライキングジムアレス） 判定２－０ 

 

第２８試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、１２oz） 

○福谷 凌佑（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） × 小澤 拓冬（風吹ジム） 判定３－０ 

 

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） 

○小山 琉羽（志村道場） × 髙橋 理玖（ストライキングジムアレス） 判定３－０ 

 

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) 

奈良川 瞬（ＧＳＢ名古屋） × ○戸松 龍之介（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） ２Ｒ.ＫＯ 

 

第３１試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、１２oz） 

○林 日陽（ＧＳＢ名古屋） × 長谷川 裕都（空手道白心会） 判定３－０ 

 

第３２試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、１２oz） 

○古澤 誠一（ＴＳＣ） × 宮本 優哉（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） ２Ｒ.ＫＯ 

 

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

奥山 雅仁（風吹ジム） × ○近藤 大晟（ストライキングジムアレス） 判定３－０ 

 

第３４試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －６０ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無

しヘッドギア､１２oz） 

○ゴメス ヒデキ（ストライキングジムアレス） × 山口 竜也（スプラッシュ） 判定３－０ 



 

第３５試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

○塩谷 和哉（パラエストラ岐阜） × 畑田 啓太（スプラッシュ） ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

第３６試合 アマチュアＤＥＥＰ ５４.２ｋｇ以下級 ルールＢ ２分×２Ｒ 

○桜井 宇宙（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × 高杉 魁（ＧＳＢ名古屋） 判定３－０ 

 

第３７試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ 

佐々木 高志（禅道会中津川支部） × ○芦名 翔（チームＹ） １Ｒ.フロントチョーク 

 

第３８試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

○木戸脇 広樹（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × 岩田 昇也（ＮＥＸイチムエ） 判定３－０ 

 

第３９試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＣ ３分×２Ｒ 

石川 蘭都（ＭＡＣＳ-ＧＹＭ） × ○徳田 洋（獅王’ｚ） ２Ｒ.腕十字 

 

第４０試合 アマチュアＤＥＥＰ 無差別級 ルールＡ ２分×２Ｒ 

林 慶士（ＴＥＡＭ零） × ○小林 克典（チームＹ） 判定２－０ 

 

第４１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） × 髙木 麻代（チームバルボーザジャパン） 判定３－０ 

 

第４２試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、１２oz） 

橋本 純子（ＧＳＢ多治見） × ○長谷川 ともみ（ＧＳＢ豊橋） 判定２－０ 

 

第４３試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、１２oz） 

△櫛間 美乃里（ストライキングジムアレス） × △河村 知子（ＴＳ ＧＹＭ） 判定１－０ 

 

第４４試合 ＳＴ①フライ級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz) 

岡崎 哲也（クラブバーバリアン） × ○平野 博基（格技会） １Ｒ.ＫＯ 

 

第４５試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

○古賀 延仁（ＧＳＢパシフィック） × 井戸 崇（チームＯＰＩ） 判定２－０ 

 

第４６試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －５５ｋｇ級 １回戦 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） × 小澤 潤也（風吹ジム） 判定３－０ 

 

第４７試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －５５ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無

しヘッドギア､１２oz） 

豊田 健児（ストライキングジムアレス） × ○磯貝 太一（空手道白心会） 判定３－０ 

 

第４８試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －６０ｋｇ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-ＭＯＵＮＴ） × ゴメス ヒデキ（ストライキングジムアレス） 判定１－０ ＥＸ２

－１ 

 

第４９試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －６０ｋｇ級 準決勝 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無

しヘッドギア､１２oz） 

○猪原 健斗（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × 大西 翼（風吹ジム） 判定２－０ 

 

第５０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） 

○河合 歩夢（禅道会） × 奥原 秀一（アンダーガード） ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

第５１試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －６５ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無

しヘッドギア､１２oz） 

浅田 優樹（ＧＳＢ名古屋） ×  ○井本 遼我（ＧＳＢ名古屋） 判定３－０ 

 

第５２試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＢ ３分×２Ｒ 

○塩谷 和哉（パラエストラ岐阜） × 吉田 開威（練正館） １Ｒ.腕十字 

 

第５３試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ 

○木戸脇 広樹（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × 古畑 博行（禅道会中津川支部） 判定３－０ 

 

第５４試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ 

粥川 吏稀（禅道会中津川支部） × ○徳田 洋（獅王’ｚ） 判定３－０ 

 

第５５試合 アマチュアＤＥＥＰ ７９.１ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ 

○戸塚 敬太（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × 上村 周平（ISHITSUNA MMA GYM） 判定３－０ 



 

第５６試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＢ ３分×２Ｒ 

青木 雅孝（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × ○柳 澪（ISHITSUNA MMA GYM） １Ｒ.ＫＯ 

 

第５７試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

佐々木 高志（禅道会中津川支部） × ○水澤 陸（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） ２Ｒ.チョーク 

 

第５８試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドギア、１２oz） 

○鈴木 万李弥（志村道場 山王） × 河村 知子（ＴＳ ＧＹＭ） １Ｒ.ＫＯ 

 

第５９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） 

○富森 将司（ＧＳＢ名古屋） × 山本 武史（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋） 判定３－０ 

 

第６０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 優輝（ストライキングジムアレス） × 天野 託久海（格技会） 判定３－０ 

 

第６２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） 

△瀬古 友泰（フリー） × △河合 歩夢（禅道会） 判定１－０ 

 

第６３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） 

○備 宇宙（ＧＳＢ名古屋） × 田中 佑樹（ストライキングジムアレス） １Ｒ.ＫＯ 

 

第６４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） 

△中里 雄大（ＧＳＢ名古屋） × △宮本 拓哉（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 判定０－０ 

 

第６５試合 ＳＴ②ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

吉田 力丸（ＧＳＢ名古屋） × ○前田 邦昭（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定２－１ 

 

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） 

○西桐 隆真（風吹ジム） × 横田 凜太郎（ストライキングジムアレス） 判定３－０ 

 

第６７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） × ○稲葉 健静（ＩＳＹファイトクラブ） 判定３－０ 

 

第６８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） 

○庄司 マイケル（格技会） × 中村 恭也（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定２－１ 



 

第６９試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

○岩田 健太郎（ＧＳＢ名古屋） × 寺尾 龍己（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） １Ｒ.ＫＯ 

 

第７０試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

○深谷 篤史（ＨＥＡＴフィットネスジム） ×  笠田 純一郎（ＩＳＹファイトクラブ） 判定３－０ 

 

第７１試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

大岩 学（インスパイア’Ｓ） × ○垣内 博明（ＧＳＢ豊橋） 判定２－１ 

 

第７２試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

倉田 敬神（ＴＳ ＧＹＭ） × ○後藤 涼馬（志村道場 山王） 判定２－０ 

 

第７３試合 ＳＴ①ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

向井 大（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × ○岡田 淳（志村道場 山王） ２Ｒ.ＫＯ 

 

第７４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） 

岩谷 正人（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋） × ○楠本 浩平（志村道場 山王） 判定３－０ 

 

第７５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） 

○坂本 大（ＧＳＢ名古屋） × 伊藤 慶太（バッファローＭＭＡ） 判定２－０ 

 

第７６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） × △柴田 直樹（ストライキングジムアレス） 判定０－０ 

 

第７７試合 ＳＴ①ミドル級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有ヘッドギア、１４oz） 

仮屋 尊仁（ＧＳＢ名古屋） × ○加藤 宏一（ストライキングジムアレス） ２Ｒ.ＫＯ 

 

第７８試合 ＳＴ②バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

三浦 基嗣（ＮＥＸ大須） × ○村田 晧哉（禅道会） 判定３－０ 

 

第７９試合 ＳＴ②フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

△北浦 康司（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋） × △多賀 一輝（ＩＮＦＥＲＮＯ） 判定０－０ 

 

第８０試合 ＳＴ②フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

○川邊 裕丈（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋） ×  中里 雄大（ＧＳＢ名古屋） １Ｒ.ＫＯ 



 

第８１試合 ＳＴ②フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

梅原 仁志（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋） × ○名倉 史晃（ストライキングジムアレス） ２Ｒ.ＫＯ 

 

第８２試合 ＳＴ②ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

○平野 凌麻（ＴＳＣ） × 長澤 敦喜（志村道場） 判定２－０ 

 

第８３試合 ＳＴ②ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

○林 成生（フリー） × 中田 直人（志村道場） １Ｒ.ＫＯ 

 

第８４試合 ＳＴ②ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア、１４oz） 

○吉田 力丸（ＧＳＢ名古屋） × 秋山 祐輔（ＮＥＸイチムエ） ２Ｒ.ＫＯ 

 

第８５試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －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） × ○磯貝 太一（空手道白心会） 判定３－０ 

 

第８６試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －６０ｋｇ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） × 猪原 健斗（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） １Ｒ.ＫＯ 

 

第８７試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －６５ｋｇ級 決勝 ３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無し

ヘッドギア､１２oz） 

金子 徹哉（ストライキングジムアレス） × ○井本 遼我（ＧＳＢ名古屋） 判定０－１ ＥＸ３－０ 

 


