
試合結果（当日、試合順は変更されていましたが、パンフレット通りの試合順で結果をお知らせ致

します。） 

 

第２部 

 

 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） 

◯今川 竜月輝（ストライキングジムアレス） × 近藤 来樹（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） 判定３ー

０ 

  

第２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） 

今泉 瑛司（ストライキングジムアレス） ×◯ 大川 隼翔（ＮＥＸイチムエ） 判定０ー３ 

  

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） 

△鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス） × 野畑 歩希（風吹ジム） 

  

第４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） × 臼井 龍之介（峰竜会） 判定２ー０ 

  

第５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） 

△長谷川 煌（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） × △丸山 龍司（西田キックボクシングジム） 

  

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） 

◯川合 サンディ（キング・ムエ） × 土井 涼雅（ＧＳＢ多治見） 判定３ー０ 

  

第７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） 

◯赤羽 佳代（チームバルボーザジャパン大垣） × 浅野 亜由路（ＧＳＢ多治見） 判定３ー０ 

  

第８試合 ＳＴ．Ｗ フライ級 ２分×２Ｒ（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､１２oz） 

◯渡邉 奈央（キング・ムエ） × 吉田 淳子（ＴＳ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第９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､森

１２oz､土井１４oz） 

△森 志穂（禅道会中津川道場） × △土井 乙花（ＧＳＢ多治見） 

  

第１０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） 

◯斉藤 大輝（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） × 西木 椋一（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０ 



  

第１１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） 

◯立松 純弥（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） × 小川 史祐（ＫＡＫＯ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第１２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） 

福谷 佳人（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） × ◯窪田 恵充（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第１３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） 

小杉 拓也（スプラッシュ） × ◯水本 伸（ＹＡＢＡ ＣＨＯ-ＢＡＳＥ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第１４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） 

ムチービ・アントニオ（黄柳野高校） × ◯加納 雅章（チームバルボーザジャパン大垣） 判定０

ー３ 

  

第１５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） 

西脇 雄祐（ＫＲＫ） × ◯鈴木 昌（禅道会中津川道場） ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第１６試合 ＳＴ① 75kg契約 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾝﾃﾞ ２分×２Ｒ（フェイスガード有りヘッドギア､一般用レガ

ース､田尾 16oz､清水 14oz） 

◯田尾 好之（スプラッシュ） × 清水 克己（ＮＥＸイチムエ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第１７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） 

◯桑原 優（ＺＯＯＭＥＲ） × 上原 拓（ＹＡＢＡ ＣＨＯ-ＢＡＳＥ） 判定３ー０ 

  

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） 

 

△林 日陽（ＧＳＢ名古屋） × △臼井 龍之介（峰竜会）  

 

 

第１９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） 

森田 賢治（ＫＲＫ） × ◯織田 大五郎（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定０ー２ 

  

第２０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） 

井川 フランキ（峰竜会） × ◯戸田 雄大（ＧＳＢ名古屋） ２Ｒ.ＴＫＯ 



  

第２１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） 

◯野田 和孝（キング・ムエ） × 鷲見 翼（志村道場） 判定３ー０ 

  

第２２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） 

◯近藤 聡（キング・ムエ） × 安藤 蓮（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定３ー０ 

  

第２３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､１２

oz） 

戸塚 恵理（ＺＯＯＭＥＲ） × ◯浅野 亜由路（ＧＳＢ多治見） 判定３ー０ 

  

第２４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） 

◯斉藤 大輝（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） × 大石 光介（黄柳野高校） ２ー０ 

  

第２５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） 

古田 泰基（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯瀧本 郁巳（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３ 

  

第２６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） 

◯矢田 祐樹（西田キックボクシングジム） × 中津 祐司（志村道場） ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第２７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） 

◯田中 祐樹（ストライキングジムアレス） × 呉屋 ヨシオ（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定３ー０ 

  

第２８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） 

稲垣 健之（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯河野 太喜（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３ 

  

第２９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） 

◯笹井 貴之（キング・ムエ） × 川上 英輝（ＺＯＯＭＥＲ） ３ー０ 

  

第３０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） 

◯糸井 達朗（西田キックボクシングジム） × 長谷川 佑也（ストライキングジムアレス） 判定３

ー０ 

  



第３１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） 

日露 峻（峰竜会） × ◯伊藤 晃希（ストライキングジムアレス） 判定０ー２ 

  

第３２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） × 豊田 哲也（イチケン柔術アカデミー） 判定３ー０ 

  

第３３試合 ＳＴ② ７９ｋｇ以下契約 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） 

△蛭田 淳（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × △柴田 直樹（ストライキングジムアレス） 

  

第３４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） 

△吉田 幸広（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） ×△ 瀧本 郁巳（ＧＳＢ名古屋） 

  

第３５試合 アマＳＢトーナメント －６５ｋｇ級 決勝 ３分×２Ｒ（延長２分１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､一

般用レガース､１２oz） 

若月 諒（ストライキングジムアレス） × ◯長谷川 尚登（ＧＳＢ豊橋） 本戦１ー０／ＥＸ１ー２ 

 

 

 

 

  

★第２部 ＳＴＣ優秀賞★ 

⚫ 斉︎藤 大輝（ＫＡＮＡＬＯＡーＧＹＭ） 

⚫ 窪︎田 恵充（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 

⚫ 加︎納 雅章（チームバルボーザジャパン大垣） 

⚫ 戸︎田 雄大（ＧＳＢ名古屋） 

⚫ 矢︎田 祐樹（西田キックボクシングジム） 

 

 

★第２部 ＭＶＰ★ 

⚫︎鈴木 晶（禅道会中津川道場） 



 

 

 

 

★アマチュアＳＢトーナメント戦セントラル２０」★ 

-６５ｋｇ級 

優勝：長谷川 尚登（ＧＳＢ豊橋） 
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