
１２月３日（日） 公武堂ＭＡＣＳ ３Ｆ 

  

⚫ Ｓ︎ＴＣ５６＆ＳＢＣ３６ 

⚫ ア︎マチュアＳＢトーナメント セントラルｖｏ.２０ 

⚫ ス︎プラッシュ主催：アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３４ 

  

 

 

試合結果（当日、試合順は変更されていましたが、パンフレット通りで結果をお知らせ致します。） 

 

 

◉第１部 

  

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） 

渡邉 好誠（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯好木 統誠（ＮＥＸイチムエ） 判定３ー０ 

  

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半田） ×△横田 萌々花（ストライキングジムアレス）  

  

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） 

吉田 正宗（ＮＥＸイチムエ） × ◯正岡 元治（ストライキングジムアレス） 判定３ー０ 

  

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） 

叶内 凛空（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × ◯内野 悠翔（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） 判定１ー２ 

  

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､６oz） 

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

  

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） 

◯西村 絆（キング・ムエ） × 清水 遥斗（ＧＳＢ多治見） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

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） 

△佐藤 由來（キング・ムエ） × △多和 志清（ストライキングジムアレス）  

  

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､８oz） 

◯橋口 泰賀（チームバルボーザジャパン半田） × 小林 桜一郎（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 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） 

△マリック シェリフ アンサ（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × △石場 優騎（ＧＳＢ豊橋）  

  

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､１０

oz） 

△水野 瑛太（チームバルボーザジャパン大垣） × △塩崎 匠（ＧＳＢ多治見）  

  

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､８oz） 

◯横井 真（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 小黒 剣政（ＮＥＸイチムエ） 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､６oz） 

△大野 虎哲（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × △横田 萌々花（ストライキングジムアレス） 

  

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､８oz） 

◯マリック モハメド アピア（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × ◯大嶋 怜衣（ＧＳＢ豊橋） 判定１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､８oz） 

牧野 琥珀（修徳会） × ◯神田 真裕（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） 判定０ー３ 

  

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､８oz） 

△南 ルマニカ サイディ（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × △今川 虎羽冴（ストライキングジムアレス）  

  

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､８oz） 

△村田 和煌（チームバルボーザジャパン半田） × △青山 銀路（ストライキングジムアレス） 

  

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） × △伊藤 柚基（ＧＳＢ豊橋） 

  

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） 

岩本 蘭（修徳会） × ◯伊藤 七星（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー３ 

  

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､８oz） 

△森田 藍虎（西田キックボクシングジム） × △叶内 来人（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 

  



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） 

◯朝日 雷蔵（西田キックボクシングジム） × 岩田 竜之介（ＮＥＸイチムエ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

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） 

△西島 嘉人（西田キックボクシングジム） × △東家 大将（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 

  

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） 

◯ホリ・オットー（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × 塩崎 匠（ＧＳＢ多治見） 判定２－０ 

  

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､８oz） 

近藤 タケル（キック塾） × ◯根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー３ 

  

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､８oz） 

△古賀 柚月（修徳会） × △大嶋 怜衣（ＧＳＢ豊橋） 

  

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） 

塩井 千利（ＮＥＸイチムエ） × ◯岩本 漣（修徳会） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

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） 

高橋 龍一（風吹ジム） × ◯西川 京吾（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） 判定０ー３ 

  

第２８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 愛来（ストライキングジムアレス） × △伊藤 柚基（ＧＳＢ豊橋） 

  

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） 

横田 丈一郎（ストライキングジムアレス） × ◯伊藤 聖吾（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー３ 

  

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） 

藤井 煌生（西田キックボクシングジム） ×◯ 野畑 歩希（風吹ジム） 判定０ー２ 

  

第３１試合 ＳＴ① ボクシングルール ６８ｋｇ以下契約 ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､

１４oz） 

笠田 純一郎（ＩＳＹファイトクラブ） × ◯田口 貴規（Ｔｅａｍ夜叉） 判定０ー３ 

  

第３２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） 

高橋 誠勝（ストライキングジムアレス） ×◯ 井端 啓輔（キック塾） 判定０ー３ 



  

第３３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） 

山崎 隆太（ＩＳＹファイトクラブ） ×◯ 小林 悠也（ストライキングジムアレス） ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３４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） 

◯伊藤 司（風吹ジム） × 内山 裕太郎（ＫＯ.ＳＨＯＯＴＯ.ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第３５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０ー２ 

  

第３６試合 ＳＴ③ フェザー級 ３分×２Ｒ（フェイスガード無しヘッドギア､一般用レガース､１２oz） 

◯新美 貴士（名古屋ＪＫファクトリー） × 佐藤 孝昭（キック塾）  １Ｒ.ＫＯ 

  

第３７試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

石川 蘭都（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × ◯洞田 藍（禅道会中津川道場） １Ｒ.１：５４.ＫＯ 

  

第３８試合 アマチュアＤＥＥＰ ５４.２ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ 

◯木戸脇 広樹（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × 津崎 直樹（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山） 判定３ー０  

  

第３９試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ 

△林 竜也（ＧＳＢ多治見） × △山下 慎之亮（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山）  

  

第４０試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ 

◯土橋 シルベイラ ヴィニシウス（ＩＳＨＩＴＳＵＮＡ ＭＭＡ ＧＹＭ）× 萩 拓巳（禅道会中津川道

場） １Ｒ.２：４５.三角絞め 

  

第４１試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ 

◯安藤 慎一朗（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × 熊澤 和也（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山） ２Ｒ.２：２８.腕十字 

  

第４２試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＢ ３分×２Ｒ 

◯渡邉 将規（パラエストラ岐阜） × 後藤 龍一（禅道会中津川道場） １Ｒ.１：３４.フロントチョー

ク 

  

第４３試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＢ ３分×２Ｒ 

岡田 彬宏（スプラッシュ） × ◯上村 周平（ＩＳＨＩＴＳＵＮＡ ＭＭＡ ＧＹＭ） １Ｒ.２：３０.チョーク 



  

第４４試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

古畑 博行（ＧＳＢ多治見） × ◯高田 翔平（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定１ー２ 

  

第４５試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＡ ２分×２Ｒ 

幸田 和樹（格技会） × ◯小山 弘起（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 判定０ー２ 

  

第４６試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

◯野田 琉冴（ＧＳＢ多治見） × 斎藤 和馬（禅道会中津川道場） １Ｒ.２：３３.フロントチョーク 

  

第４７試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ 

加納 一範（ＫＯ.ＳＨＯＯＴＯ.ＧＹＭ） ×◯ 洞田 藍（禅道会中津川道場） １Ｒ.２：５３.チョーク 

 

  

★第１部 ＳＴＣ優秀賞★ 

⚫ 橋︎口 泰賀（チームバルボーザジャパン半田） 

⚫ 朝︎日 雷蔵（西田キックボクシングジム） 

⚫ 岩︎本 蓮（修徳会） 

⚫ 新︎美 貴士（名古屋ＪＫファクトリー） 

 

 

★第１部 ＭＶＰ★ 

⚫ 西︎村 絆（キング・ムエ） 
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★アマチュアＤＥＥＰ 優秀賞★ 

⚫︎洞田 藍（禅道会中津川道場） 

⚫︎安藤 慎一朗（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 

 

 

★アマチュアＤＥＥＰ ＭＶＰ★ 

⚫︎土橋シルベイラ ヴィニシウス（ISHITSUNA MMA GYM） 
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