
ＳＴＣ５１＆ＳＢＣ３１、アマチュアＳＢ全日本選手権 ジュニア西日本代表決定戦。 

 

◎全試合結果 全３９試合（ＳＴＣ３２試合、アマＳＢ西日本代表決定戦７試合） 

 

◎第１部 

 

第１試合 アマチュアＳＢ西日本代表決定戦 －２５ｋｇ級 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ） 

（フルフェイスヘッドガード､布製レガース､８oz） 

◯平田 稜力「ＧＳＢ豊橋」×上西 芽空「龍生塾ファントム道場」 判定３ー０ 

 

 

第２試合 アマチュアＳＢ西日本代表決定戦 －３０ｋｇ級 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ）  

（フルフェイスヘッドガード､布製レガース､８oz） 

◯鈴木 瑠星「ストライキングジムアレス」×小林 大樹「龍生塾」 判定３ー０ 

 

 

第３試合 アマチュアＳＢ西日本代表決定戦 －３５ｋｇ級 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ）  

（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード､布製レガース､１０oz） 

鈴木 健斗「空手道白心会」×◯辺土 蓮央「龍生塾ファントム道場」 判定３ー０ 

 

 

第４試合 アマチュアＳＢ西日本代表決定戦 －４０ｋｇ級 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ） 

 （Ｊｒ.レディース用ヘッドガード､布製レガース､１０oz） 

森田 空「ＧＳＢ豊橋」×◯牛田 朝大「立志會館」 判定３ー０ 

 

 

第５試合 アマチュアＳＢ西日本代表決定戦 －４５ｋｇ級 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ） 

（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード､布製レガース､１２oz） 

林 日陽「ＧＳＢ名古屋」×◯橋本 拓人「立志會館」 判定３ー０ 

 

 

※－５０ｋｇ級は関西代表選手が欠場の為､近藤大晟（中部代表/アレス）が西日本代表になりま

す。  

 

 



第６試合 アマチュアＳＢ西日本代表決定戦 －５５ｋｇ級 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ） 

（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード､一般用レガース､１４oz） 

土井 涼雅「ＧＳＢ多治見」×◯坂口 魁斗「立志會館」 判定３ー０ 

 

 

第７試合 アマチュアＳＢ西日本代表決定戦 ＋５５ｋｇ級 ２分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ） 

（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード､一般用レガース､１４oz） 

伊藤 大晟「ストライキングジムアレス」×◯三田 歩武「龍生塾ファントム道場」 判定３ー０ 

 

※勝者は西日本代表となり､１２月１８日（日）東京/浅草花やしきで開催される 

全日本王者決定戦（東日本代表ｖｓ西日本代表）へ進みます。 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

第８試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、布製レガース､１０oz） 

石坂 空志「空手道白心会」×◯増田 勇太「立志會館」 判定３ー０ 

 

 

第９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､８oz） 

塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」×◯根木 哲也「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー０ 

 

 

第１０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､８oz） 

◯守崎 華「ＮＥＸイチムエ」×前島 大葵「ＧＳＢ名古屋」 判定３ー０ 

 

 

第１１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､６oz） 

清水 遥斗「ＧＳＢ多治見」×◯石場 優騎「ＧＳＢ豊橋」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

第１２試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､８oz） 

◯清水 和馬「ＧＳＢ多治見」×酒井 駿明「スプラッシュ」 判定３ー０ 

 

 



第１３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､８oz） 

△大嶋 怜衣「ＧＳＢ豊橋」×△増井 寿蘭「ＮＥＸイチムエ」 判定０ー１ 

 

 

第１４試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､８oz） 

森 凰峨「スプラッシュ」×◯谷口 海斗「ライジング己道会」 判定３ー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ガード、布製レガース､１０oz） 

◯岩下 譲真「Ｔｅａｍ夜叉」×塩井 千利「ＮＥＸイチムエ」 判定２ー０ 

 

 

第１６試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､８oz） 

◯守崎 華「ＮＥＸイチムエ」×塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

第１７試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×１Ｒ（ボディプロテクター､フルフェイス､布製レガース､８oz） 

◯前島 大葵「ＧＳＢ名古屋」×根木 哲也「ＧＳＢ豊橋」 判定２ー１ 

 

 

第１８試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、布製レガース､１０oz） 

◯平原 奏「極真会館 石川道場」×塩井 潤平「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０ 

 

 

第１９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、布製レガース､１０oz） 

森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」×◯谷口 蓮「ライジング己道会」 判定３ー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ガード、布製レガース､１０oz）  

◯志水 萌々「空手道白心会」×大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」 判定３ー０ 

 

 

第２１試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､１２oz）  

谷口 未来「ライジング己道会」×◯平原 澪「極真会館 石川道場」 判定３ー０ 

 

 



第２２試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､１２oz）  

◯近藤 大晟「ストライキングジムアレス」×桜井 宇宙「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

 

 

◎第２部 

 

 

第１試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード、増田１４oz、大石１２oz）  

△増田 知香「ＧＳＢ名古屋」×△大石 帆之佳「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定０ー１ 

 

 

第２試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード付きヘッドガード、１４ｏｚ）  

◯柳平 光「和術慧舟會ＳＰＯ富山支部」×稲葉 健静「ＩＳＹファイトクラブ」 判定２ー０  

 

 

第３試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード付きヘッドガード、１４ｏｚ）  

秋山 祐輔「ＮＥＸイチムエ」×◯笠田 純一郎「ＩＳＹファイトクラブ」 判定３ー０ 

 

 

第４試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード付きヘッドガード、１４ｏｚ）  

◯赤嶺 駆「総合格闘技阿修羅」×藤沢 和範「ｔｅａｍＡＸＥＳ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

第５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、布製レガース､１０oz）  

今泉 瑛司「ストライキングジムアレス」×◯長谷川 煌「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定３ー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ガード、布製レガース､土井

12oz､守崎 10oz）  

土井 乙花「ＧＳＢ多治見」×◯守崎 愛虎「ＮＥＸイチムエ」 判定２ー１   

 

 



第７試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､塩井 14oz､横

井 12oz）  

塩井 遼太郎「ＮＥＸイチムエ」×◯横井 遼太「ライジング己道会」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

第８試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､１２oz）  

◯和田 青空「ＧＳＢ名古屋」×平原 澪「極真会館 石川道場」 ２Ｒ.ＴＫＯ   

 

 

第９試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､１２oz）  

◯近藤 大晟「ストライキングジムアレス」×戸松 龍之介「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」  １Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

第１０試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､１２oz）  

◯川口 恭太「ライジング己道会」×宮本 優哉「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ    

 

 

第１１試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード付きヘッドガード、１４ｏｚ）  

ユウキ・センモラコット「センモラコットムエタイジムジャパン」×◯豊田 優輝「ストライキングジムア

レス」 判定３ー０ 

 

 

第１３試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドガード、１４ｏｚ）  

◯柳平 光「和術慧舟會ＳＰＯ富山支部」×秋山 祐輔「ＮＥＸイチムエ」  １Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

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

向井 大「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」×◯水島 尚宏「ｔｅａｍＡＸＥＳ」  判定３ー０ 

 

 

第１５試合 ＳＴ② ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドガード、１４ｏｚ）  

ユウヤ・センモラコット「センモラコットムエタイジムジャパン」×◯酒井 武志「ｔｅａｍＡＸＥＳ」  判

定３ー０  

 

 



第１７試合 ＳＴ② ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドガード、１４ｏｚ）  

赤嶺 駆「総合格闘技阿修羅」×◯村上 雅大「ｔｅａｍＡＸＥＳ」  判定２ー０ 

 

 

第１８試合 ＳＴ③ フライ級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドガード、１２ｏｚ）  

阿知波 博和「センモラコットムエタイジムジャパン」 ×◯大野 力「ライジング己道会」  判定３

ー０ 

 

 

第１９試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード、１２ｏｚ）  

榊原 彩花「ＧＳＢ名古屋」×◯長谷川ともみ「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー０ 

 

 

 

 

 

◉２０１６年 アマチュアＳＢ西日本代表（ジュニア） 

 

 

ー２５ｋｇ級・・・平田稜力（ＧＳＢ豊橋） 

ー３０ｋｇ級・・・鈴木瑠星（ストライキングジムアレス） 

ー３５ｋｇ級・・・辺土蓮央（龍生塾ファントム道場） 

ー４０ｋｇ級・・・牛田朝人（立志會館） 

ー４５ｋｇ級・・・橋本拓人（立志會館） 

ー５０ｋｇ級・・・近藤大晟（ストライキングジムアレス） 

ー５５ｋｇ級・・・坂口魁斗（立志會館） 

＋５５ｋｇ級・・・三田歩武（龍生塾ファントム道場） 

 

 

アマチュアＳＢ全日本王者決定戦 

１２月１８日（日）、浅草花やしき（東京） 

 

 

 

 

◉ＳＴＣ５１＆ＳＢＣ３１ 優秀賞 



 

 

●守崎華（ＮＥＸイチムエ） 

●志水萌々（空手道白心会） 

●長谷川煌（ＫＡＮＡＬＯＡーＧＹＭ） 

●川口恭太（ライジング己道会） 

●柳平光（和術彗舟會ＳＰＯ富山支部） 

●村上雅大（ｔｅａｍＡＸＥＳ） 

●大野力（ライジング己道会） 

 

 

◉ＳＴＣ５１＆ＳＢＣ３１ ＭＶＰ 

●近藤大晟（ストライキングジムアレス） 
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