
ストライキングチャレンジ５３＆シュートボクシングチャレンジ３３ 

アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.１８」対戦カード 

 

２０１７年２月２６日（日） 場所：公武堂ＭＡＣＳ ３Ｆ 

ＡＭ１０：００・・・受付・計量 

ＡＭ１１：００・・・第１部試合開始 

※出場選手、関係者の皆様、ご確認ください。 

（２月２１日時点での決定カードです。当日までにカードの追加、変更がされる場合があります。） 

 

 

◎第 1部（２４試合） 

  

第１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） 

石井 康聖「ＣＭＡ」 × 守崎 愛虎「ＮＥＸイチムエ」 

  

第２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、布製レガース､６oz） 

新美 龍我「チームバルボーザジャパン」 × 大野 虎哲「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 

  

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、布製レガース､６oz） 

新美 豪毅「チームバルボーザジャパン」 × 清水 遥斗「ＧＳＢ多治見」 

  

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、布製レガース､８oz） 

村田 和煌「チームバルボーザジャパン」 × 古川 蓮「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 

  

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、布製レガース､８oz） 

橋口 泰賀「チームバルボーザジャパン」 × 清水 和馬「ＧＳＢ多治見」 

  

第６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、布製レガース､８oz） 

前島 大葵「ＧＳＢ名古屋」 × 東家 大将「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 

  

第７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、布製レガース､８oz） 

根木 哲也「ＧＳＢ豊橋」 × 遠山 功晟「ブラジリアンタイ」 

  



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、布製レガース､６oz） 

新美 豪毅「チームバルボーザジャパン」 × 伊藤 七星「ＧＳＢ豊橋」 

  

第９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、布製レガース､８oz） 

塩井 千利「ＮＥＸイチムエ」 × 塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」 

  

第１０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） 

馬場 心羚「WATANABE GYM」 × 森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」 

  

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） 

渡辺 亜央斗「WATANABE GYM」 × 杉浦 璃空「ＧＳＢ豊橋」 

  

第１２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」 × 伊藤 柚基「ＧＳＢ豊橋」 

  

第１３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、布製レガース､６oz） 

清水 遥斗「ＧＳＢ多治見」 × 伊藤 七星「ＧＳＢ豊橋」 

  

第１４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」 × Ｍａｒｉａ Ｅｄｕａｒｄａ「ブラジリアンタイ」 

  

第１５試合 アマＳＢトーナメント －５５ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分１Ｒ、ヘッドガード､１２oz） 

安藤 比佐志「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 × 小澤 潤也「風吹ジム」 

  

第１６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） 

木村 晧稀「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 × 伊藤 勇登「ＧＳＢ名古屋」 

  

第１７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」 × 今泉 瑛司「ストライキングジムアレス」 

  

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） 

野畑 歩希「風吹ジム」 × 鈴木 瑠星「ストライキングジムアレス」 

  

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） 

西村 直虎「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 × 長谷川 煌「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 

  



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） 

鈴木 健斗「空手道白心会」 × 大川 隼翔「ＮＥＸイチムエ」 

  

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） 

志水 萌々「空手道白心会」 × 森田 空「ＧＳＢ豊橋」 

  

第２２試合 アマＳＢトーナメント －６０ｋｇ級 決勝戦 ３分×２Ｒ（延長２分１Ｒ、ヘッドガード､１２

oz） 

神本 真季「ストライキングジムアレス」 × 岩田 昇也「ＮＥＸイチムエ」 

  

第２３試合 アマＳＢトーナメント －６５ｋｇ級 決勝戦 ３分×２Ｒ（延長２分１Ｒ、ヘッドガード､１２

oz） 

安川 侑己「Ｈｉｇｈ－Ｍｏｕｎｔ」× 富 孝介「ISHITSUNA MMA GYM」 

  

第２４試合 アマＳＢトーナメント －５５ｋｇ級 決勝戦 ３分×２Ｒ（延長２分１Ｒ、ヘッドガード､１２

oz） 

内藤 啓人「ストライキングジムアレス」 × 第１部第１５試合の勝者 

  

※第１部終了後、第１部のＭＶＰ､優秀選手の発表、ＳＢトーナメントの表彰を行います。 

  

  

第２部（２２試合） 

  

第１試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（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」 

  

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） 

長谷川 裕都「空手道白心会」 × 長縄 海斗「WATANABE GYM」 

  

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） 

馬場 蓮砲「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」 × 林 日陽「ＧＳＢ名古屋」 

  

第４試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード、一般用レガース、１２oz） 

長谷川 ともみ「ＧＳＢ豊橋」 × 大石 帆之佳「KANALOA-GYM」 

  



第５試合 ＳＴ.Ｗ ２分×２Ｒ（Ｊｒ.レディース用ヘッドガード、一般用レガース、１２oz） 

小佐古 直美「月心会」 × 牧原 加奈「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 

  

第６試合 ＳＴ② フェザ－級 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

横田 凛太郎「ストライキングジムアレス」 × 西田 隼大「拳桜塾」 

  

第７試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

金沢 秀光「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 × 金沢 祐弥「総合格闘技道場 阿修羅」 

  

第８試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（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」 × 伊藤 大晟「ストライキングジムアレス」 

  

第９試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

大畠 伊久摩「ＺＯＯＭＥＲ」 × 牧島 竜也「Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ」 

  

第１０試合 ＳＴ③ ミニマム級 ３分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１２ｏｚ） 

堀内 大暉「フリー」 × アコピコップ ライヤン「総合格闘技道場 阿修羅」 

  

第１１試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

岡本 倖輝「チームバルボーザジャパン」 × 白井 英明「ストライキングジムアレス」 

  

第１２試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

古川 和也「ＺＯＯＭＥＲ」 × 大嶽 尚孝「ＧＳＢ多治見」 

  

第１３試合 ＳＴ① クルーザー級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

山崎 隆太「ＩＳＹファイトクラブ」 × 土方 雅幸「ＭＡＣＳ/ＧＳＢ」 

  

第１４試合 ＳＴＣジュニア ２分×１Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､１２oz） 

土井 涼雅「ＧＳＢ多治見」 × 伊藤 大晟「ストライキングジムアレス」 

  

第１５試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

川上 英輝「ＺＯＯＭＥＲ」 × 星野 伸一郎「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 

  

第１６試合 ＳＴ② バンタム級 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

藤田 泰成「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 × 本田 隆悟「フリー」 

  



第１７試合 ＳＴ② フェザー級 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

新美 貴士「名古屋ＪＫファクトリー」 × 糸井 達朗「西田キックボクシングジム」 

  

第１８試合 ＳＴ② ミドル級 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

柴田 直樹「ストライキングジムアレス」 × 赤嶺 駆「総合格闘技道場 阿修羅」 

  

第１９試合 ＳＴ② ウェルター級 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

角田 康徳「名古屋ＪＫファクトリー」 × 髙橋 稜平「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 

  

第２０試合 ＳＴ② ウェルター級 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

豊田 哲也「イチケン柔術アカデミー」 × 秋元 翔平「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」 

  

第２１試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

青山 嗣地「名古屋ＪＫファクトリー」 × 西田 隼大「拳桜塾」 

  

第２２試合 ＳＴ③ バンタム級 ３分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１２ｏｚ） 

磯貝 太一「空手道白心会」 × 内藤 啓人「ストライキングジムアレス」 

 

※第２部終了後、第２部のＭＶＰ､優秀選手の発表を行います。 

 


