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全試合結果 

 

 

●第１部（ジュニア２６試合） 

  

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） 

◯吉田 正宗「ＮＥＸイチムエ」× 渡邉 好誠「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 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､６oz） 

中村 壱丸「ＧＳＢ名古屋」× ◯新美 龍我「チームバルボーザジャパン半田」 １Ｒ、ＴＫＯ 

  

第３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） 

横田 萌々花「ストライキングジムアレス」× ◯稲木 空隼「空手道白心会」 判定０ー２ 

  

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､６oz） 

好木 統誠「ＮＥＸイチムエ」× ◯大野 虎哲「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 判定０ー３ 

  

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） 

 

△岩井 なつみ「チームバルボーザジャパン大垣」× △岩田 竜之介「ＮＥＸイチムエ」 判定０ー

１ 

 

 

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､６oz） 

◯清水 遥斗「ＧＳＢ多治見」× 吉田 元「チームバルボーザジャパン大垣」 判定３ー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ガード、布製レガース､１０oz） 

野畑 歩希「風吹ジム」× ◯杉浦 璃空「ＧＳＢ豊橋」 判定１ー２ 

  

第８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） 

◯青山 銀路「ストライキングジムアレス」× 新美 豪毅「チームバルボーザジャパン半田」 １Ｒ、

ＴＫＯ 



  

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） 

犬塚 颯真「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× ◯村田 和煌「チームバルボーザジャパン半田」 判定０ー３ 

  

第１０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､８

oz） 

◯森田 藍虎「西田キックボクシングジム」× マリック・シェリフ アンサ「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定３

ー０ 

  

第１１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､８

oz） 

◯神田 真裕「Ｋ ｓｔｙｌｅ」× 南・ルアニカ サイディ「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定３ー０ 

  

第１２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､８

oz） 

平田 稜力「ＧＳＢ豊橋」× ◯中竹 颯流「武神」 判定０ー３ 

  

第１３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､８

oz） 

◯塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」× 水野 瑛太「チームバルボーザジャパン大垣」 判定３ー０ 

  

第１４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､８

oz） 

◯小澤 楓峨「武神」× 東家 大将「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 ２Ｒ、ＴＫＯ 

  

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､８

oz） 

根木 哲也「ＧＳＢ豊橋」× ◯小澤 楓峨「武神」 判定０ー２ 

  

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） 

野畑 歩希「風吹ジム」× ◯今泉 瑛司「ストライキングジムアレス」 判定０ー２ 

  

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） 

◯藤井 煌生「西田キックボクシングジム」× マリック・モハメド アピア「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ、ＴＫ

Ｏ 

  



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） 

近藤 来樹「Ｋ ｓｔｙｌｅ」× ◯松本 泰治「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定０ー３ 

  

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） 

柏 翔来「ＧＳＢ名古屋」× ◯鈴木 愛来「ストライキングジムアレス」 判定０ー３ 

  

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） 

◯木村 晧稀「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× 横田 丈一郎「ストライキングジムアレス」 判定３ー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） 

石坂 空志「空手道白心会」× ◯丸山 龍司「西田キックボクシングジム」 判定０ー３ 

  

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） 

◯中島 隆徳「Ｋ ｓｔｙｌｅ」× 杉浦 璃空「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー０ 

  

第２３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） 

◯江口 璃空「武神」× 井上 拳心「風吹ジム」 判定２ー０ 

  

第２４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」× △長谷川 煌「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定０ー１ 

  

第２５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） 

土井 涼雅「ＧＳＢ多治見」× ◯奥山 雅仁「風吹ジム」 判定０ー３ 

  

第２６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」× 川合 サンディ「キング・ムエ」 判定３ー０ 

 

 

第１部、優秀選手 

◉吉田 正宗（ＮＥＸイチムエ） 

◉青山 銀路（ストライキングジムアレス） 

◉藤井 煌生（西田キックボクシングジム） 

◉木村 皓稀（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 

◉中島 隆徳（Ｋ ｓｔｙｌｅ） 

 

 



第１部、ＭＶＰ 

◉小澤 楓峨（武神） 

 

 

 

 

 

●第２部（一般２８試合） 

 

 

第１試合 ＳＴ.Ｗ フェザー級 ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース、１２ｏｚ） 

◯戸塚 恵理「ＺＯＯＭＥＲ」× 森 志穂「禅道会中津川道場」 判定３ー０ 

  

第２試合 ＳＴ.Ｗ バンタム級 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 麻由海「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× △森川 茜「ＧＳＢ多治見」 判定１ー０ 

  

第４試合 ＳＴＣ特別ルール（蹴り無し､パンチのみ） フライ級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード､１４

ｏｚ） 

◯志水 蓮「空手道白心会」× 矢田 祐樹「西田キックボクシングジム」 判定３ー０ 

  

第５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） 

◯西脇 雄祐「ＫＲＫ」× 笠田 純一郎「ＩＳＹファイトクラブ」 判定３ー０ 

  

https://ameblo.jp/striking-c/image-12307483670-14019749768.html


第６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） 

◯吉田 幸広「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× アセンシオ・パブロ「ＴＳ ＧＹＭ」 判定３ー０ 

  

第７試合 ＳＴ① ミドル級 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

都築 信介「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× ◯村上 義仁「ＣＢインパクト」 判定０ー３ 

  

第８試合 ＳＴ① ５８ｋｇ以下契約 ２分×２Ｒ（ＦＧ有りヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

△高橋 涼平「武神」× △永濱 佑哉「チームバルボーザジャパン名古屋」 判定０ー０ 

  

第９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） 

◯若尾 将宏「ＧＳＢ多治見」× 齋藤 大輝「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定３ー０ 

  

第１０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） 

◯阪本 瑛史「ＫＡＫＯ ＧＹＭ」× 河野 太喜「ＧＳＢ名古屋」 判定２ー０ 

  

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） 

◯武藤 丈太朗「武神」× 近藤 慎哉「ＺＯＯＭＥＲ」 判定３ー０ 

  

第１２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） 

犬塚 憲治「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× ◯長谷川 尚登「ＧＳＢ豊橋」 判定０ー３ 

  

第１３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） 

井戸 崇「チームＯＰＩ」× ◯笹井 貴之「キング・ムエ」 判定０ー３ 

  

第１４試合 ＳＴ② ５７ｋｇ以下契約 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

△豊田 優輝「ストライキングジムアレス」× △勝又 寿弥「武神」 判定０ー１ 

  

第１５試合 ＳＴ.Ｗ グローブハンデ ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース、

土井１４oz/森１２oz） 

◯土井 乙花「ＧＳＢ多治見」× 森 志穂「禅道会中津川道場」 判定３ー０ 

  

第１６試合 ＳＴ.Ｗ バンタム級 ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース、１２ｏ

ｚ） 

近藤 麻由海「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× ◯勝又 華蓮「武神」 判定０ー２ 

  



第１７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」× △糸井 達朗「西田キックボクシングジム」 判定１ー１ 

  

第１８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） 

◯戸田 雄大「ＧＳＢパシフィック」× 城間 結陽「Ｋ ｓｔｙｌｅ」 判定３ー０ 

  

第１９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） 

△横田 凛太郎「ストライキングジムアレス」× △山城 勇希「キング・ムエ」 判定１ー０ 

  

第２０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） 

豊田 健児「ストライキングジムアレス」× ◯新美 貴士「名古屋ＪＫファクトリー」 ２Ｒ、ＴＫＯ 

  

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） 

鈴木 昌「禅道会中津川道場」× ◯齋藤 祐斗「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 １Ｒ、ＴＫＯ 

  

第２２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） 

長谷川 佑也「ストライキングジムアレス」× ◯植村 龍二「チームバルボーザジャパン半田」 判

定０ー２ 

  

第２３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） 

ー角 伸一郎「ＮＥＸイチムエ」× ー近藤 聡「キング・ムエ」 １Ｒ、ノーコンテスト 

  

第２４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） 

◯若月 諒「ストライキングジムアレス」× 垣内 博明「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー０ 

  

第２５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） 

◯秋元 翔平「ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ」× 野月 佑樹「キング・ムエ」 判定３ー０ 

  

第２６試合 ＳＴ② ５７ｋｇ以下契約 ２分×２Ｒ（ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、１４ｏｚ） 

豊田 優輝「ストライキングジムアレス」× ◯土屋 邦登「キング・ムエ」 判定０ー３ 

  

第２７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」× ◯ネイト・アーネット「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定０ー２ 

  



第２８試合 ＳＢ② ライトヘビー級 ３分×２Ｒ（ＥＸ３分１Ｒ､ＦＧ無しヘッドガード、一般用レガース、

１２ｏｚ） 

立花 仁志「ＧＳＢ豊橋」× ◯蛭田 淳「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定０ー１ 延長Ｒ立花選手の反則負け 

 

 

 

 

第２部、優秀賞 

◉戸塚 恵理（ＺＯＯＭＥＲ） 

◉笹井 貴之（キング・ムエ） 

◉新美 貴士（名古屋ＪＫファクトリー） 

◉秋元 翔平（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 

◉土屋 邦登（キング・ムエ） 

  

第２部、ＭＶＰ 

◉齋藤 祐斗（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 
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