
２０１８年３月４日(日) 会場：公武堂ＭＡＣＳ ３Ｆ 

  

【ストライキングチャレンジ５７＆シュートボクシングチャレンジ３７】 

【アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.２１」】 

 

 

  

 全試合結果 

 

 

  

◉第１部 対戦カード 

  

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､８oz） 

横田 萌々花（ストライキングジムアレス） × ◯内野 悠翔（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） 判定０ー

３ 

  

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） 

◯横田 丈一郎（ストライキングジムアレス） × 石坂 空志（空手道白心会） 判定３ー０ 

  

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） 

◯祖父江 太雅（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 三宅 碧唯（チームバルボーザジャパン半田） 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） 

河村 英明（名古屋ＪＫファクトリー） × ◯上田 琉希斗（ＦＳＣ） 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､６oz） 

渡邉 好誠（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

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） 

大野 虎哲（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）  × ◯正岡 元治（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  

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） 

澤田 絆磨（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）   × ◯朝日 統心（ライジング己道会） ２Ｒ、ＴＫＯ 

  



第８試合 ＳＴ．Ｗ ー５８ｋｇ契約 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） 

◯田尻 舞（禅道会東海） × 森 志穂（禅道会中津川道場） 判定２ー０ 

  

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） 

◯多和 志清（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） 判

定３ー０ 

  

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､８oz） 

石場 優騎（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２ 

  

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） 

◯青山 銀路（ストライキングジムアレス） × 伊藤 七星（ＧＳＢ豊橋） 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､８oz） 

△平田 稜力（ＧＳＢ豊橋）  × △神田 真裕（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） 判定１ー０ 

  

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） 

◯祖父江 澄海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 小林 桜一郎（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 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､８oz） 

△横井 真（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）  × △加藤 修羅（ストライキングジムアレス） 判定１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､８oz） 

伊藤 七星（ＧＳＢ豊橋）× ◯橋口 泰賀（チームバルボーザジャパン半田） 判定０ー２ 

  

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） 

◯今川 虎羽冴（ストライキングジムアレス）× 鹿野 獅琉（チームバルボーザジャパン大垣） 判

定３ー０ 

  

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） 

正岡 元治（ストライキングジムアレス） × ◯吉田 元（チームバルボーザジャパン大垣） 判定０

ー３ 

  



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､澤田８

oz/塩崎１０oz） 

◯澤田 隼翔（ＦＳＣ） × 塩崎 匠（ＧＳＢ多治見） 判定３ー０ 

  

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） 

△杉浦 璃空（ＧＳＢ豊橋）× △中島 隆徳（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） 判定０ー１ 

  

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） 

◯秋田 巴琉（キング・ムエ） × 前島 大葵（ＧＳＢ名古屋） 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） 

◯秋田 芭菜（キング・ムエ） × 森田 陸斗（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  

第２２試合 ＳＴ．Ｗ ー５８ｋｇ契約 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） 

田尻 舞（禅道会東海） × ◯小佐古 直美（月心会） 判定０ー３ 

  

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､１０oz） 

渡辺 真之介（チームバルボーザジャパン大垣） × ◯田中 涼人（ＦＳＣ） 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､１０oz） 

△佐竹 竜（チームバルボーザジャパン大垣） ×  △松田 菜愛（ＧＳＢ多治見） 判定１ー０ 

  

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） 

大野 瑞芭（禅道会東海） × ◯酒井 心人（ＦＳＣ） 判定０ー２ 

  

第２６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） 

濱口 賢翔（ＢＬＵＥ ＨＯＵＳＥ） × ◯長谷川 煌（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 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） 

近藤 来樹（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） × ◯松本 泰治（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 判定０ー２ 

  

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 瑠星（ストライキングジムアレス）× 杉浦 璃空（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ、ＴＫＯ 

  



第２９試合 ＳＴ．Ｗ ー５８ｋｇ契約 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） 

◯松永 南海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 森 志穂（禅道会中津川道場） 判定２ー１ 

  

第３０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） 

田尻 彩（禅道会東海） × ◯近藤 麻由海（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

第３１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） × △奥田 未希（ＭＥＩＢＵＫＡＩ ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ ＧＹＭ） 判定０ー

１ 

  

第３２試合 ＳＴ．Ｗ ー５８ｋｇ契約 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） 

△牧原 加奈（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × △小佐古 直美（月心会） 判定１ー０ 

  

第３３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） 

◯森 武士（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × 井端 啓輔（キック塾） 判定２ー０ 

  

第３４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） 

◯川邊 裕丈（ＡＸＩＳ-Ｊ名古屋） × 笹井 貴之（キング・ムエ） 判定３ー０ 

  

第３５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） 

◯横山 紘行（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × 寺尾 文孝（ライジング己道会） 判定２ー０ 

  

第３６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） 

◯新美 貴士（名古屋ＪＫファクトリー） × 近藤 大晟（ストライキングジムアレス） 判定２ー０ 

 

 

★第１部 ＭＶＰ★ 

◉長谷川 煌（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 

 

 

★第１部 優秀賞★ 

◉朝日 統心（ライジング己道会） 

◉秋田 巴琉（キング・ムエ） 



◉酒井 心人（ＦＳＣ） 

◉近藤 麻由海（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 

◉川邊 裕丈（ＡＸＩＳーＪ名古屋） 

◉新美 貴士（名古屋ＪＫファクトリー） 

 

 

  

◉第２部 対戦カード 

  

第１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） 

石浦 竜喜（ISHITSUNA MMA GYM）× ◯木村 遼（ＦＳＣ） 判定０ー２ 

  

第２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） 

 

井狩 翔平（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × ◯長谷川 佑也（ストライキングジムアレス） ２Ｒ、ＴＫＯ 

 

 

第３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､１４oz） 

古川 玉航（ＧＳＢ名古屋）  × ◯安田 裕次（ＧＳＢ多治見） 判定０ー３ 

  

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） 

◯西川 京吾（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） × 伊藤 柚基（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ、ＴＫＯ 

  

https://ameblo.jp/striking-c/image-12357845950-14143877007.html


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） 

森下 昊樹（禅道会東海）  × ◯柏 翔来（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３ 

  

第６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） 

△寺部 莞爾（ストライキングジムアレス）× △根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー１ 

  

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） 

鈴木 愛来（ストライキングジムアレス） × ◯木村 晧稀（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） ２Ｒ、ＴＫＯ 

  

第８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） × ◯西村 直虎（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 判定０ー３ 

  

第９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､１２oz） 

今川 竜月輝（ストライキングジムアレス） × ◯林 日陽（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３ 

  

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､１０oz） 

◯鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス）× 中島 隆徳（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ） ３ー０ 

  

第１１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） 

◯山田 心（ＦＳＣ） × 森田 空（ＧＳＢ豊橋） 判定２ー０ 

  

第１２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） 

◯青山 虎之介（ストライキングジムアレス） × 望月 風我（禅道会東海） 判定２ー１ 

  

第１３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） 

◯大川 隼翔（ＮＥＸイチムエ） × 伊藤 柚基（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  

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） 

◯黒柳 太稀（ＭＥＩＢＵＫＡＩ ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ ＧＹＭ） × 増田 諒太朗（ＴＳ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

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） 

小杉 拓也（スプラッシュ） × ◯坂脇 豊（ＴＳ ＧＹＭ） 判定０ー３ 

  

第１６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） 

塚原 良和（ＮＥＸイチムエ） × ◯片桐 滉晴（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  



第１７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） 

◯山口 亮（ブルズアイファイティングクラブ） × 朝倉 裕樹（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定３ー０ 

  

第１８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） 

ミゲル クレメンテ（ISHITSUNA MMA GYM）  × ◯海老沼 智人（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定０ー２ 

  

第１９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） 

林 正成（ブルズアイファイティングクラブ）  × ◯柴田 直樹（ストライキング ジムアレス） 判定０

ー３ 

  

第２０試合 ＳＴ① フライ級 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） 

佐藤 凌（ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋｓｔｙｌｅ）× ◯林 日陽（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３ 

  

第２１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） × 望月 風我（禅道会東海） 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） 

石浦 竜喜（ISHITSUNA MMA GYM） × ◯田中 秀汰（ＴＳ ＧＹＭ） 判定０ー２ 

  

第２３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） 

◯勝連 諒（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × ムチービ・アントニオ（黄柳野高校） 判定２ー０ 

  

第２４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） × ◯長谷川 尚登（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー３ 

  

第２５試合 アマＳＢトーナメント －６０ｋｇ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） 

◯横田 凜太郎（ストライキングジムアレス） × 河野 太喜（ＧＳＢ名古屋） 判定３ー０ 

  

第２６試合 アマＳＢ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､一

般用レガース､１２oz） 

◯伊藤 晃希（ストライキングジムアレス） × 竹田 将大（禅道会東海） 判定３ー０ 

 

 



 

 

★第２部 ＭＶＰ★ 

◉木村 皓稀（ＯＩＳＨＩ-ＧＹＭ） 

 

 

★第２部 優秀賞★ 

◉林 日陽（ＧＳＢ名古屋） 

◉鈴木 瑠星（ストライキング ジムアレス） 

◉柴田 直樹（ストライキング ジムアレス） 

◉勝連 諒（ＮＥＸーＳＰＯＲＴＳ） 

 

 

◉アマチュアＳＢトーナメント「セントラル２１」◉ 

 

 

★ー６０ｋｇ級 優勝★ 

横田 凛太郎（ストライキング ジムアレス） 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12357845950-14143877012.html


 

 

 

★ー７０ｋｇ級 優勝★ 

伊藤 晃希（ストライキング ジムアレス） 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12357845950-14143877023.html


 

 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12357845950-14143877030.html

