
１２月４日（日） 公武堂ＭＡＣＳタイガーホール 

  

ＳＴＣ５２＆ＳＢＣ３２ 

アマチュアＳＢトーナメント「セントラル１７」 

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３２ 

  

全試合結果＆各賞受賞者 

  

第１部 

  

第１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） 

〇西村 絆「キング・ムエ」× 稲木 空隼「空手道白心会」 判定３－０ 

  

第２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） 

△大野 虎哲「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」× △清水 遥斗「ＧＳＢ多治見」 判定０－０ 

  

第３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） 

〇久世 空凱「キング・ムエ」× 石場 優騎「ＧＳＢ豊橋」 判定３－０ 

  

第４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） 

〇中竹 颯流「武神」× 清水 和馬「ＧＳＢ多治見」 判定３－０ 

  

第５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） 

〇増井 寧音「ＮＥＸイチムエ」× 佐藤 由來「キング・ムエ」 判定３－０ 

  

第６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） 

〇神田 真裕「Ｋ ｓｔｙｌｅ」× 平田 稜力「ＧＳＢ豊橋」 判定２－０ 

  

第７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） 

〇近藤 タケル「キック塾」× 志茂山 爽羽「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第８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） 

〇秋田 巴琉「キング・ムエ」× 塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第９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） 

〇秋田 芭菜「キング・ムエ」× 東家 大将「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ 



  

第１０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） 

増井 寿蘭「ＮＥＸイチムエ」× 〇渡辺 亜央斗「WATANABE GYM」 判定２－１ 

  

第１１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/８oz） 

遠山 功晟「BRAZILIAN THAI」× 〇馬場 心羚「WATANABE GYM」 判定３－０  

  

第１２試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ 

青木 雅孝「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× 〇小林 朋也「ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山」 判定３－０ 

  

第１３試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ 

〇安藤 慎一朗「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× 大前 嵩範「ISHITSUNA MMA GYM」 判定３－０ 

  

第１４試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＢ ２分×２Ｒ 

〇水澤 陸「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」× 槌 大介「チームバルボーザジャパン」 判定２－１ 

  

第１５試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

市来 凌「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× 〇徳田 洋「獅王’ｚ」 判定３－０ 

  

第１６試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ 

〇小川 博史「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× 八田 ホセ「チームバルボーザジャパン」 判定３－０ 

  

第１７試合 ＳＴ・Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード/１２oz） 

杉江 美奈子「チームバルボーザジャパン大垣」× 〇大石 帆之佳「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定３

－０ 

  

第１８試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇垣内 博明「ＧＳＢ豊橋」× 白井 英明「ストライキングジムアレス」 判定３－０ 

  

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） 

△塩井 千利「ＮＥＸイチムエ」× △志茂山 涼羽「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定１－１ 

  

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） 

△塩井 潤平「ＮＥＸイチムエ」× △岩下 譲真「Ｔｅａｍ夜叉」 判定０－０ 

  



第２１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード/布製レガース/１０oz） 

前島 大葵「ＧＳＢ名古屋」× 〇山本 梗生「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第２２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） 

〇今泉 瑛司「ストライキングジムアレス」× 田中 慎太郎「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 ２Ｒ.ＴＫＯ  

  

第２３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） 

守崎 華「ＮＥＸイチムエ」× 〇野畑 歩希「風吹ジム」 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ガード/布製レガース/１０oz） 

△松本 泰治「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」× △土井 乙花「ＧＳＢ多治見」 判定０－０ 

  

第２５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） 

江口 璃空「武神」× 〇長谷川 煌「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 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ガード/布製レガース/１０oz） 

稲葉 花道「チームバルボーザジャパン」× 〇鈴木 健斗「空手道白心会」 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ガード/布製レガース/１０oz） 

△鈴木 瑠星「ストライキングジムアレス」× △大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」 判定１－１ 

  

第２８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/１０oz） 

井上 拳心「風吹ジム」× 〇林 日陽「ＧＳＢ名古屋」 判定３－０ 

  

第２９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） 

佐々木 奈古「チームバルボーザジャパン」× 〇竹野 心唯「風吹ジム」 １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３０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） 

〇馬場 蓮砲「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」× 志水 萌々「空手道白心会」 判定３－０ 

  

第３１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） 

〇奥山 雅仁「風吹ジム」× 戸松 龍之介「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３２試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

服部 良祐「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× 〇水澤 陸「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定３－０ 

  



第３３試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

〇小川 博史「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× 徳田 洋「獅王’ｚ」 判定３－０ 

  

第３４試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇岩田 翼「武神」× 高尾 瑛直「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３５試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇近藤 輝吉「キック塾」× 三木 一起「ＴＳ ＧＹＭ」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３６試合 アマＳＢトーナメント －６５ｋｇ級（６３ｋｇ契約） ３分×２Ｒ（延長２分１Ｒ/ヘッドガード/１

２oz） 

清水 大輝「ライジング己道会」×〇山田 将成「キック塾」 判定２－０ 

  

  

第２部 

  

第１試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

△岩田 健太郎「ＧＳＢ名古屋」× △高尾 瑛直「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」 判定０－０ 

  

第２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） 

川合 サンディ「キング・ムエ」× 〇桜井 宇宙「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定３－０ 

  

第３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） 

〇宮本 優哉「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」× 林 竜也「ＧＳＢ多治見」 判定３－０ 

  

第４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） 

福谷 凌佑「Ｋ ｓｔｙｌｅ」× 〇長谷川 裕都「空手道白心会」 判定３－０ 

  

第５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） 

△髙橋 理玖「ストライキングジムアレス」× △林 日陽「ＧＳＢ名古屋」 判定０－０ 

  

第６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） 

△奥山 雅仁「風吹ジム」× △土井 涼雅「ＧＳＢ多治見」 判定１－０ 

  

第７試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇山下 優佑「Ｔｅａｍ夜叉」× 芳賀 俊雄「ＧＳＢパシフィック」 判定２－１ 



  

第８試合 ＳＴ② フェザ－級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

近藤 聡「キング・ムエ」×〇柳平 光「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」 判定２－０ 

  

第９試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

〇川合 隆寛「キック塾」×高尾 将和「和術慧舟會富山支部ＳＰＯ」 判定３－０ 

  

第１０試合 ＳＴ② バンタム級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

古川 俊「センモラコットムエタイジムジャパン」×〇豊田 優輝「ストライキングジムアレス」 判定３

－０  

  

第１１試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

〇大石 幸史「ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山」×三浦 夢雲「フリー」 判定３－０  

  

第１２試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

〇奥田 将輝「キック塾」×岩田 健太郎「ＧＳＢ名古屋」 判定３－０ 

  

第１４試合 ＳＴ① フライ級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

加藤 奈央斗「ＢＦＡ-ＳＥＥＤ」× 〇伊波 一成「志村道場」 判定３－０ 

  

第１５試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇藤原 一摩「ＢＦＡ-ＳＥＥＤ」× 水野 文哉「チームＯＰＩ」 判定３－０ 

  

第１６試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

ゴヤ トシオ「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」× 〇藤原 素光「チームＯＰＩ」 判定３－０ 

  

第１７試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇りゅうき「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」× 近藤 記裕「ＧＳＢ名古屋」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第１８試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇笹井 貴之「キング・ムエ」× 井戸 崇「チームＯＰＩ」 判定３－０ 

  

第１９試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇前田 邦昭「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」×太田 英之「志村道場」 判定３－０ 

  



第２０試合 ＳＴ① ミドル級 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

織田 大五郎「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」×〇岡田 彬宏「スプラッシュ」 判定３－０ 

  

第２１試合 ＳＴ① ９０ｋｇ以下契約 ２分×２Ｒ（ノーズガード付きヘッドガード/１４oz/首相撲無し） 

〇世古 由紀夫「ＢＦＡ-ＳＥＥＤ」×知念 義治「キック塾」 判定３－０ 

  

第２２試合 ＳＴ② バンタム級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

隅田 勇斗「武神」×〇篠谷 光希「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」 判定２－０ 

  

第２３試合 ＳＴ② クルーザー級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

〇土方 雅幸「ＧＳＢ名古屋」×清水 昌雄「ストライキングジムアレス」 判定２－０ 

  

第２４試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

〇奥田 将輝「キック塾」×向井 大「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定３－０ 

  

第２５試合 ＳＴ② ミドル級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

ネイト・アーネット「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」×〇柴田 直樹「ストライキングジムアレス」 判定３－０ 

  

第２６試合 ＳＴ② ライトヘビー級 ２分×２Ｒ（ヘッドガード/１４oz/首相撲制限５秒間） 

蛭田 淳「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」×〇飯田 将成「武神」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

全６２試合 

  

  

ＳＴＣ５２ 第１部、優秀賞 

◎秋田 巴琉（キング・ムエ） 

◎山本 梗生（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 

◎今泉 瑛司（ストライキングジムアレス） 

◎野畑 歩希（風吹ジム） 

◎近藤 タケル（キック塾） 

◎近藤 輝吉（キック塾） 

◎岩田 翼（武神） 

  

ＳＴＣ５２ 第１部、ＭＶＰ 

◎竹野 心唯（風吹ジム） 



 

  

アマチュアＳＢトーナメント「セントラル１７」 

－６５ｋｇ級 優勝 

◎山田 将成（キック塾） 

http://ameblo.jp/striking-c/image-12226059733-13814840419.html


 

  

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３２ 優秀賞 

◎徳田 洋（獅王‘ｚ） 

◎小林 朋也（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山） 

http://ameblo.jp/striking-c/image-12226059733-13814840420.html


 

  

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３２ ＭＶＰ 

◎小川 博史（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 

http://ameblo.jp/striking-c/image-12226059733-13814840423.html


 

  

ＳＴＣ５２ 第２部、優秀賞 

◎桜井 宇宙（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 

◎世古 由紀夫（ＢＦＡ-ＳＥＥＤ） 

◎柳平 光（和術慧舟會富山支部ＳＰＯ） 

◎奥田 将輝（キック塾） 

  

ＳＴＣ５２ 第２部、ＭＶＰ 

◎飯田 将成（武神） 

http://ameblo.jp/striking-c/image-12226059733-13814840424.html


 

 

http://ameblo.jp/striking-c/image-12226059733-13814840425.html

