
２０１７年６月１１日(日) 会場：矢場町交差点若宮公園若宮広場（公武堂ＭＡＣＳ向かい） 

 

ストライキングチャレンジ５４＆シュートボクシングチャレンジ３４ 

２０１７年アマチュアＳＢ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３３ 

  

  

◎全試合結果、各賞受賞者、アマＳＢトーナメント優勝者◎ 

  

第１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） 

吉井 智規（ＭＡＣＳ ＧＹＭ）× ◯新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

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､８oz） 

◯前島 大葵（ＧＳＢ名古屋）× 神田 真裕（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） 判定３ー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ガード、布製レガース､１０oz） 

戸谷 一葉（チームバルボーザジャパン大垣）× ◯近藤 来樹（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

第４試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯勝蓮 諒（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ）× 出原 雅浩（ＴＳ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第５試合 ＳＴ① ミドル級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

佐々木 ダニエル（ＺＯＯＭＥＲ）× ◯大越 俊介（ＴＳ ＧＹＭ） 判定０ー３ 

  

第６試合 ＳＴ① ミドル級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯平野 裕三（ストライキングジムアレス）× 横田 慎治（ＴＳ ＧＹＭ） 判定２ー１ 

  

第７試合 ＳＴ① ミドル級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

桑原 優（ＺＯＯＭＥＲ）× ◯中谷 昌博（ＴＳ ＧＹＭ） 判定０ー３ 

  

第８試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯井戸 崇（チームＯＰＩ）× 木村 武史（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定３ー０ 

  

第９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､一般用レガース､１４oz） 

木村 遼（ＦＳＣ）× ◯山野 友裕（ＦＵＮ ＭＵＡＹ ＴＨＡＩ ＦＩＴ） 判定０ー３ 

  



第１０試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

△庭山 拓也（ＢＬＵＥ ＨＯＵＳＥ）× △北浦 康司（ＦＵＮ ＭＵＡＹ ＴＨＡＩ  

ＦＩＴ） 判定１ー１ 

  

第１１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､一般用レガース､１４oz） 

◯新美 貴士（名古屋ＪＫファクトリー）× 川邊 裕丈（ＦＵＮ ＭＵＡＹ ＴＨＡＩ ＦＩＴ） 判定３ー０ 

  

第１２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､一般用レガース､１４oz） 

津島 忠彦（ストライキングジムアレス）× ◯佐藤 孝昭（キック塾） 判定０ー３ 

  

第１３試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯青山 嗣地（名古屋ＪＫファクトリー）×近藤 輝吉（キック塾） 判定２ー０ 

  

第１４試合 ＳＴ③ ウェルター級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア､一般用レガース､１２

oz） 

◯濱口 明彦（ＢＬＵＥ ＨＯＵＳＥ）× 守友 貴明（イチケン柔術アカデミー豊橋） 判定２ー０ 

  

第１５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） 

好木 統誠（ＮＥＸイチムエ）× ◯三宅 碧唯（チームバルボーザジャパン半田） 判定０ー３ 

  

第１６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） 

大野 虎哲（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）× ◯吉田 元（チームバルボーザジャパン大垣） 判定０ー２ 

  

第１７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） 

◯清水 遥斗（ＧＳＢ多治見）× 叶内 凛空（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定３ー０ 

  

第１８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）× 叶内 來人（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定３ー０ 

  

第１９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） 

稲木 空隼（空手道白心会）× ◯新美 豪毅（チームバルボーザジャパン半田） 判定０ー３ 

  

第２０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） 

伊藤 七星（ＧＳＢ豊橋）× ◯村田 和煌（チームバルボーザジャパン半田） 判定０ー３ 

  



第２１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） 

△石場 優騎（ＧＳＢ豊橋）× △小林 桜一郎（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定０ー０ 

  

第２２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） 

鈴木 学（スプラッシュ）× ◯岩田 竜之介（ＮＥＸイチムエ） 判定０ー２ 

  

第２３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） 

△青山 銀路（ストライキングジムアレス）× △平田 稜力（ＧＳＢ豊橋） 判定１ー０ 

  

第２４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） 

◯岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣）× 志茂山 爽羽（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） １Ｒ、Ｔ

ＫＯ 

  

第２５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） 

◯原谷 智花（ＮＪＫＦ健心塾 伊勢支部）× 近藤 タケル（キック塾） 判定３ー０ 

  

第２６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） 

塩崎 匠（ＧＳＢ多治見）× ◯志茂山 涼羽（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 判定０ー２ 

  

第２７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） 

◯杉浦 璃空（ＧＳＢ豊橋）× 遠山 功晟（チームブラジリアンタイ） 判定３ー０ 

  

第２８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） 

◯渡辺 真之介（チームバルボーザジャパン大垣）× 塩井 千利（ＮＥＸイチムエ） 判定３ー０ 

  

第２９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）× 能都 悠人（禅道会） 判定３ー０ 

  

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） 

森田 陸斗（ＧＳＢ豊橋）× ◯河合 瑠菜（禅道会） 判定０ー３ 

  

第３１試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ 

◯髙田 翔平（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × 河合 未沙希（空手道禅道会長野県本部道場） 判定３－０ 

  

第３２試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

加納 一範（Ｋ.Ｏ.Ｓｈｏｏｔｏ Ｇｙｍ） × ◯坂本 おさも（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー２ 



  

第３３試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ 

長谷川 貴士（Ｋ.Ｏ.Ｓｈｏｏｔｏ Ｇｙｍ） × ◯稲垣 優剛（アライブ三重） １Ｒ、１：３６ 腕十字 

  

第３４試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＣ ３分×２Ｒ 

◯水野 明真（ＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬ） × 小久保 翔太（ＩＳＨＩＴＳＵＮＡ ＭＭＡ ＧＹＭ） １Ｒ、

２：３１ 腕十字 

  

第３５試合 アマチュアＤＥＥＰ ７９.１ｋｇ以下級 ルールＡ ２分×２Ｒ 

芦名 翔（チームＹ） × ◯佐藤 迅（Ｆｕｂｕｋｉ Ｊｉｕ-Ｊｉｔｓｕ） ２Ｒ、１：４４ ＴＫＯ 

  

第３６試合 アマチュアＤＥＥＰ ５４.２ｋｇ以下級 ルールＢ ３分×２Ｒ 

堀内 大暉（ＡＡ） × ◯河合 歩夢（空手道禅道会長野県本部道場） ２Ｒ、０：２５ バックチョーク 

  

第３７試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

△本田 隆吾（ＡＡ） × △小塚 太一（ＮＥＸイチムエ） 判定１ー１ 

  

第３８試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

◯野木 祟政（禅道会駒ヶ根道場） × 八田 ホセ（チームバルボーザジャパン蒲郡） 判定３ー０ 

  

第３９試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

岩田 健太郎（ＧＳＢ名古屋） × ◯柳 澪（ＩＳＨＩＴＳＵＮＡ ＭＭＡ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第４０試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

◯中務 修良（ＧＢＦ/エンジョイジム） × 磯貝 太一（空手道白心会） １Ｒ、０：２３ ヒールホール

ド 

  

第４１試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ 

田中 健介（ＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬ） × 〇髙田 翔平（ＮＥXーＳＰＯＲＴＳ） 判定０－３ 

  

第４２試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

山口 春樹（チームバルボーザジャパン） × ◯坂本 おさも（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー２ 

  

第４３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） 

佐竹 竜（チームバルボーザジャパン大垣）× ◯塩井 潤平（ＮＥＸイチムエ） 判定０ー３ 

  



第４４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）× ◯河合 空臥（ＵＮＤＥＲ ＧＵＡＲＤ） 判定０ー３ 

  

第４５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） 

黒原 優香（チームバルボーザジャパン大垣）× ◯河合 洸臥（ＵＮＤＥＲ ＧＵＡＲＤ） 判定０ー３ 

  

第４６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） 

◯柏 翔来（ＧＳＢ名古屋）× 守崎 華（ＮＥＸイチムエ） ２Ｒ、ＴＫＯ 

  

第４７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） 

◯志水 萌々（空手道白心会）× 原谷 帆華（ＮＪＫＦ健心塾 伊勢支部） 判定２ー０ 

  

第４８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）× ◯森田 空（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー２ 

  

第４９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） 

伊藤 柚基（ＧＳＢ豊橋）× ◯濱口 賢翔（ＢＬＵＥ ＨＯＵＳＥ） 判定０ー２ 

  

第５０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半田）× ◯今泉 瑛司（ストライキングジムアレス） 判定

０ー３ 

  

第５１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）× ◯野畑 歩希（風吹ジム） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

★ＭＶＰ（ＳＴＣ）２名（第１試合〜第５１試合） 

・河合 瑠菜（禅道会） 

・野畑 歩希（風吹ジム） 

 

★優秀賞（ＳＴＣ）６名（第１試合〜第５１試合） 

・近藤 来樹（Ｋ-Ｓｔｙｌｅ） 

・新美 貴士（名古屋ＪＫファクトリー） 

・濱口 明彦（ＢＬＵＥ ＨＯＵＳＥ） 

・岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣） 

・原谷 智花（ＮＪＫＦ健心塾 伊勢支部） 

・根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） 



 

 

 

★アマチュアＤＥＥＰ ＭＶＰ 

（ＭＶＰ、優秀賞を受賞した方にはＢＡＤＢＯＹ様より景品を提供していただきました。） 

・坂本 おさも（ＧＳＢ名古屋） 

  

★アマチュアＤＥＥＰ 優秀賞３名 

・佐藤 迅（Ｆｕｂｕｋｉ Ｊｉｕ-Ｊｉｔｓｕ） 

・河合 歩夢（空手道禅道会長野県本部道場） 

・中務 修良（ＧＢＦ/エンジョイジム） 
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第５２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） 

△伊藤 聖吾（ＧＳＢ豊橋）× △大川 隼翔（ＮＥＸイチムエ） 判定１ー１ 

  

第５３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）× 横田 丈一郎（ストライキングジムアレス） 判定３ー０ 

  

第５４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）× △守崎 愛虎（ＮＥＸイチムエ） 判定１ー１ 
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第５５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） 

林 日陽（ＧＳＢ名古屋）× ◯望月 風我（禅道会） 判定０ー２ 

  

第５７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） 

◯志水 萌々（空手道白心会）× 竹野 心唯（風吹ジム） 判定３ー０ 

  

第５８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）× 森田 空（ＧＳＢ豊橋） ２Ｒ、ＴＫＯ 

  

第５９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） 

◯土井 乙花（ＧＳＢ多治見）× 髙瀬 裕衣（ＧＳＢ豊橋） 判定２ー１ 

  

第６０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） 

◯鈴木 めぐみ（スプラッシュ）× 西村 みき（ＢＦＡ-ＳＥＥＤ） 判定２ー０ 

  

第６１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） 

◯森川 茜（ＧＳＢ多治見）× 戸塚 恵理（ＺＯＯＭＥＲ） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

第６２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） 

△原谷 彩香（ＮＪＫＦ健心塾 伊勢支部）× △長谷川 ともみ（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー０ 

  

第６３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､一般用レガース､１４oz） 

△加藤 奈央斗（ＢＦＡ-ＳＥＥＤ）× △津崎 直希（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山） 判定１ー１ 

  

第６４試合 ＳＴ① ミドル級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

佐々木 ダニエル（ＺＯＯＭＥＲ）× ◯山本 宜秀（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定０ー２ 

  

第６５試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯大橋 正悟（ＹＡＢＡ-ＣＨＯ ＢＡＳＥ）× 中上 亮介（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定３ー０ 

  

第６６試合 ＳＴ① バンタム級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯野田 佳寛（ＮＥＸイチムエ）× 中西 淳詞（早川ジム） 判定３ー０ 

  

第６７試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

△友松 高寛（ＧＳＢ多治見）× △角 伸一郎（ＮＥＸイチムエ） １ー０ 

  



第６８試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

〇井箟 亮介（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ）× 長屋 亜朗（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０ 

  

第６９試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

粕谷 匠（ＵＮＤＥＲ ＧＵＡＲＤ）× ◯野口 瑞翔（ストライキングジムアレス） 判定０ー２ 

  

第７０試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －７０kg級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無

しヘッドギア､１２oz） 

◯瀧本 郁巳（ＧＳＢ名古屋）× 岡田 彬宏（スプラッシュ） 判定２ー０ 

  

第７１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 優輝（ストライキングジムアレス） × ◯磯貝 太一（空手道白心会） 判定０ー３ 

  

第７２試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

△志茂山 達也（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ）× △平山 慎也（ストライキングジムアレス） 判定０ー１ 

  

第７３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） 

◯大石 帆之佳（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ）× 髙瀬 裕衣（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

第７４試合 ＳＴ① フェザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

△小山 哲央（ＹＡＢＡ-ＣＨＯ ＢＡＳＥ）× △堀 克成（ストライキングジムアレス） 判定０ー１ 

  

第７５試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯大久保 幸喜（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）× 柴田 広宣（ワイズディジム） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

第７６試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯嶋田 龍介（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）× 神田 孝彦 （ＹＡＢＡ-ＣＨＯ ＢＡＳＥ） 判定２ー１ 

  

第７７試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

△小濃 哲治（チームバルボーザジャパン大垣）× △田中 佑樹（ストライキングジムアレス） 判

定０ー１ 

  

第７８試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯胡桃沢 真之（早川ジム）× 林 正昭（ストライキングジムアレス） １Ｒ、ＴＫＯ 

  



第７９試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

稲垣 貴也（ＵＮＤＥＲ ＧＵＡＲＤ）× ◯若月 諒（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  

第８０試合 ＳＴ① ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯尾藤 綱紀（ＹＡＢＡ-ＣＨＯ ＢＡＳＥ）× 西海 聖（ＺＯＯＭＥＲ） 判定２ー０ 

  

第８１試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４

oz） 

西側 竜雅（ＧＳＢ多治見）× ◯戸田 雄大（ＧＳＢパシフィック） 判定０ー２ 

  

第８２試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４

oz） 

島津 蓮道（ＺＯＯＭＥＲ）× ◯角川 誠（チームバルボーザジャパン大垣） 判定１ー２ 

  

第８３試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４

oz） 

稲垣 考磨（ＺＯＯＭＥＲ）× ◯髙橋 直樹（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  

第８４試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４

oz） 

土本 仁志（キング・ムエ）× ◯寺尾 文孝（ライジング己道会） 判定０ー３ 

  

第８５試合 ＳＴ① ウェルター級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４

oz） 

◯織田 大五郎（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）× 伊藤 晃希（ストライキングジムアレス） 判定３ー０ 

  

第８６試合 ＳＴ① クルーザー級 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガース､１４

oz） 

立松 秀文（ＺＯＯＭＥＲ）× ◯長屋 有輝（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３ 

  

第８７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､一般用レガース､１４oz） 

◯戸田 竣也（マツオボクシングジム）× 土井 涼雅（ＧＳＢ多治見） 判定２ー０ 

  

第８８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､一般用レガース､１４oz） 

◯安田 仁（チームバルボーザジャパン半田）× 友松 高寛（ＧＳＢ多治見） 判定３ー０ 

  



第８９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､一般用レガース､１４oz） 

◯横田 凜太郎（ストライキングジムアレス）× 川上 英輝（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０ 

  

第９０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､一般用レガース､１４oz） 

△吉田 正樹（マツオボクシングジム）× △笹井 貴之（キング・ムエ） 判定０ー１ 

  

第９１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､一般用レガース､１４oz） 

河野 太喜（ＧＳＢ名古屋）× ◯山城 勇希（キング・ムエ） 判定０ー２ 

  

第９２試合 ＳＴ② ライト級 ２分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア､一般用レガース､１４oz） 

◯井上 昭彦（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ）× 鈴木 孝次（キング・ムエ） 判定２ー０ 

  

第９３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､一般用レガース､１４

oz） 

◯野月 佑樹（キング・ムエ）× 長谷川 佑也（ストライキングジムアレス） 判定３ー０ 

  

第９４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､一般用レガース､１４

oz） 

◯松下 善紀（キング・ムエ）× 和田 風人（ブルズアイファイティングクラブ） 判定３ー０ 

  

第９５試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント ＋７５kg級 決勝 ３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無し

ヘッドギア､１２oz） 

◯立花 仁志（ＧＳＢ豊橋）× 土方 雅幸（ＧＳＢ/ＭＡＣＳ） 判定３ー０ 

  

第９６試合 ＳＢ中部代表決定トーナメント －７０kg級 決勝 ３分×２Ｒ（延長２分×１Ｒ・ＦＧ無し

ヘッドギア､１２oz） 

◯古屋 瑞樹（マツオボクシングジム）× 滝本 郁巳（ＧＳＢ名古屋） 判定２ー０ 

  

第９７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） 

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０ー３ 

  

★ＭＶＰ２名（第５１試合〜第９７試合） 

・森川 茜（ＧＳＢ多治見） 

・大石 帆之佳（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 



 

★優秀賞５名（第５１試合〜第９７試合） 

・和田 青空（ＧＳＢ名古屋） 

・大久保 幸喜（ＪＫ-ＴＲＩＢＥ） 

・胡桃沢 真之（早川ジム） 

・寺尾 文孝（ライジング己道会） 

・野月 佑樹（キング・ムエ） 

 

 

★アマＳＢ中部代表決定トーナメント優勝者 

（優勝者にはＢＡＤＢＯＹ様より景品を提供していただきました。） 

  

－５５ｋｇ級 優勝・・・磯貝 太一（空手道白心会） 

－７０ｋｇ級 優勝・・・古屋 瑞樹（マツオボクシングジム） 

＋７５ｋｇ級 優勝・・・立花 仁志（ＧＳＢ豊橋） 
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