２０１８年５月２７日（日） 格闘技野外イベント
ストライキングチャレンジ５８＆シュートボクシングチャレンジ３８
アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３５（主催：スプラッシュ）
試合結果（第１試合〜第５０試合）
第１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/Ｊｒ.ｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ）
◯渡邉 好誠（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 佐藤 凛（ブルズアイファイティングクラブ） 判定３ー０
第２試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/Ｊｒ.ｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ）
好木 統誠（ＮＥＸイチムエ） × ◯酒井 英新（KICKBOXING Kstyle） 判定０ー３
第３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/Ｊｒ.ｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ）
△河村 英明（名古屋ＪＫファクトリー） × △小林 琉楓（KICKBOXING Kstyle） 判定１ー１
第４試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/Ｊｒ.ｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ）
△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１ー１
第５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/Ｊｒ.ｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ）
吉田 政宗（ＮＥＸイチムエ） × ◯新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） １Ｒ.ＫＯ
第６試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/Ｊｒ.ｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ）
内野 悠翔 （KICKBOXING Kstyle） × ◯新美 豪毅（チームバルボーザジャパン半田） 判定０
ー３
第７試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵﾝ
ｽ）
◯清水 遥斗（ＧＳＢ多治見） × 横田 萌々花（ストライキングジムアレス） 判定３ー０

第８試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵﾝ
ｽ）
◯祖父江 太雅（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 内木 海里（キング・ムエ） 判定３ー０
第９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵﾝ
ｽ）
◯祖父江 澄海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 小林 桜一郎（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） １Ｒ.ＫＯ
第１０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１０ｵ
ﾝｽ）
塩崎 匠（ＧＳＢ多治見）× ◯鹿野 獅琉（チームバルボーザジャパン大垣） １Ｒ.ＫＯ
第１１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵ
ﾝｽ）
◯平田 稜力（ＧＳＢ豊橋） × 野畑 幸生 （風吹ジム） 判定３ー０
第１２試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵ
ﾝｽ）
石場 優騎（ＧＳＢ豊橋） × ◯朝日 統心 （ライジング己道会） 判定０ー２
第１３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵ
ﾝｽ）
◯伊藤 七星（ＧＳＢ豊橋） × 可知 彩葉 （ＧＳＢ多治見） 判定３ー０
第１４試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/Ｊｒ.
ｸﾞﾛｰﾌﾞ）
大野 虎哲（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯渡邉 竜之介（チームバルボーザジャパン大垣） 判定１ー２
第１５試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵ
ﾝｽ）
△根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） × △村田 和煌 （チームバルボーザジャパン半田） 判定１ー０
第１６試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵ
ﾝｽ）
◯神田 真裕（KICKBOXING Kstyle） × 西村 絆 （キング・ムエ） 判定２ー１

第１７試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌﾙﾌｪｲｽ/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｵ
ﾝｽ）
岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣） × ◯秋田 芭菜 （キング・ムエ） １Ｒ.ＫＯ
第１８試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１０ｵ
ﾝｽ）
◯杉浦 璃空（ＧＳＢ豊橋）× 原谷 智花（ＮＪＫＦ健心塾 伊勢支部） 判定３ー０
第１９試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､
１２oz）
◯大野 瑞芭（禅道会東海）× 横田 丈一郎（ストライキングジムアレス） 判定２ー０
第２０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１０ｵ
ﾝｽ）
◯塩崎 匠（ＧＳＢ多治見）× 小黒 剣政（ＮＥＸイチムエ） 判定２ー１
第２１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１０ｵ
ﾝｽ）
河合 空臥（UNDERGUARD SPORTS）× ◯竹野 展生（風吹ジム） １Ｒ.ＫＯ
第２２試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１０ｵ
ﾝｽ）
河合 洸臥（UNDERGUARD SPORTS）× ◯稲垣 まりな（ＮＪＫＦ健心塾 伊勢支部） 判定０ー３
第２３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１０ｵ
ﾝｽ）
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３
第２４試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１２ｵ
ﾝｽ）
近藤 来樹（KICKBOXING Kstyle）× ◯林 日陽（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３
第２５試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､
１２oz）
丸山 龍司（西田キックボクシングジム）× ◯今泉 瑛司（ストライキングジムアレス） 判定０ー３

第２６試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガース､
１２oz）
△中島 隆徳（KICKBOXING Kstyle）× △鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス） 判定１ー１
第２７試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（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）× ◯種村 来実（仰拳塾） ２Ｒ.ＫＯ
第２８試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（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）× ◯天野 颯大（キング・ムエ） ２Ｒ.ＫＯ
第２９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、布製ﾚｶﾞｰｽ､１０ｵ
ﾝｽ）
杉浦 璃空（ＧＳＢ豊橋）× ◯秋田 巴琉（キング・ムエ） 判定０ー２
第３０試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ Ｇハンデ 首相撲３秒（Jr.レディース用ヘッドガード､一般用
レガース､大野１２oz、西川１４oz）
大野 瑞芭（禅道会東海）× ◯西川 京吾（KICKBOXING Kstyle） 判定０ー３
第３１試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ
◯古畑 博行（ＧＳＢ多治見） × 原村 大輝（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山） １Ｒ.腕十字
第３２試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＤ ２分×２Ｒ
◯樋口 善行（ストライキングジムアレス） × 大前 崇範（ISHITSUNA MMA GYM） １Ｒ.アーム
ロック
第３３試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＢ ２分×２Ｒ
小川 慧二（オレンジ ビヨンド） × ◯望月 風我（禅道会 東海本部） １Ｒ.腕十字
第３４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） × △野木 崇政（禅道会 駒ヶ根道場） 判定１ー０
第３５試合 ＳＴＣマスターズ ウェルター級 １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､
一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
島田 敏行（UNDERGUARD SPORTS） × ◯百々 正浩（名古屋ＪＫファクトリー） 判定０ー３

第３６試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１
４oz）
△塚原 良和（ＮＥＸイチムエ） × △福森 大友（KICKBOXING Kstyle） 判定０ー０
第３７試合 ＳＴＣ① バンタム級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､
１４oz）
田代 裕介（チーム大森孝） × ◯福森 耀大（KICKBOXING Kstyle） 判定０ー３
第３８試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１
４oz）
坂脇 豊（ＴＳ ＧＹＭ） × ◯原 雄二（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） ２Ｒ.ＫＯ
第３９試合 ＳＴＣ① ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４
oz）
安藤 豊（禅道会中津川） × ◯山本 竜也（KICKBOXING Kstyle） ２Ｒ.ＫＯ
第４０試合 ＳＴＣ① ミドル級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４
oz）
◯日高 大介（ＣＢインパクト） × 小林 成史（スプラッシュ） 判定３ー０
第４１試合 ＳＴＣ① バンタム級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､
１４oz）
安江 晃平（ライジング己道会） × ◯三石 亮太（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） ２Ｒ.ＫＯ
第４２試合 ＳＴＣ② バンタム級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､
１４oz）
◯長谷川 大祐（ＧＳＢ豊橋） × 川地 秀幸（名古屋ＪＫファクトリー） ２Ｒ.ＫＯ
第４３試合 ＳＴＣレディース ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一般用レガー
ス､１０oz）
松井 美香（ＮＥＸイチムエ） × ◯原田 恵里（チームバルボーザジャパン半田） １Ｒ.ＫＯ
第４４試合 ＳＴＣレディース ５０ｋｇ契約 ２分×２Ｒ首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一
般用レガース､１０oz）
△林 亜由美（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × △黒川 薫（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ） 判定１ー１

第４５試合 ＳＴＣレディース ４５ｋｇ契約 ２分×２Ｒ首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一
般用レガース､１０oz）
竹野 心唯（風吹ジム） × ◯小椋 千穂（仰拳塾） 判定０ー３
第４６試合 ＳＴＣレディース ５７ｋｇ契約 ２分×２Ｒ首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一
般用レガース､１２oz）
◯赤羽 カヨ（チームバルボーザジャパン大垣） × 戸塚 恵理（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０
第４７試合 ＳＴＣレディース ６２ｋｇ契約 ２分×２Ｒ首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一
般用レガース､１２oz）
◯横井 麗琳（ライジング己道会） × シルバ ビクトリア（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ） 判定３ー０
第４８試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４
oz）
田中 秀汰（ＴＳ ＧＹＭ） × ◯青山 嗣地（名古屋ＪＫファクトリー） 判定０ー２
第４９試合 ＳＴＣ② ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰ
ｽ､１４oz）
△野月 佑樹（キング・ムエ） × △五十嵐 大樹（名古屋ＪＫファクトリー） 判定１ー０

ＳＴＣ５８ 前半 優秀賞（７名選出）
●新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田）
●祖父江 澄海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）
●秋田 芭菜（キング・ムエ）
●竹野 展生（風吹ジム）
●種村 来実（仰拳塾）
●天野 颯大（キング・ムエ）
●原田 恵里（チームバルボーザジャパン半田）

ＳＴＣ５８ 前半 ＭＶＰ
●長谷川 大祐（ＧＳＢ豊橋）

試合結果（第５０試合〜第９０試合）

第５０試合 ＳＴＣ① ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般
用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯八木 稜汰（ＧＳＢ多治見） × 西木 椋一（ＺＯＯＭＥＲ） １Ｒ.ＫＯ
第５１試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ
◯古畑 博行（ＧＳＢ多治見） × 福島 研三（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山） １Ｒ.腕十字
第５２試合 アマチュアＤＥＥＰ ６７.８ｋｇ以下級 ルールＡ ２分×２Ｒ
◯樋口 善行（ストライキングジムアレス） × 村田 大地（ＴＩＧＥＲ ＷＩＮＧ愛西柔術）
判定２ー０
第５３試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＣ ３分×２Ｒ
國持 照悟（ダブルライズ） × ◯上村 周平（ISHITSUNA MMA GYM） ２Ｒ.腕十字
第５４試合 アマチュアＤＥＥＰ ７２.３ｋｇ以下級 ルールＤ ３分×２Ｒ
◯渡邉 将規（パラエストラ岐阜） × 熊澤 和也（ＧＲＯＵＮＤ ＳＬＡＭ守山） １Ｒ.フ
ロントスリーパー

第５５試合 アマチュアＤＥＥＰ ７９.１ｋｇ以下級 ルールＡ ２分×２Ｒ
柴田 益秀（ＴＩＧＥＲ ＷＩＮＧ愛西柔術） × ◯杉村 洸助（ISHITSUNA MMA GYM）
２Ｒ.ＴＫＯ
第５６試合 アマチュアＤＥＥＰ 女子６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ
森 志穂（禅道会 中津川支部） × ◯増田 知香（ＧＳＢ名古屋） １Ｒ.ＴＫＯ
第５７試合 アマチュアＤＥＥＰ ９５.０ｋｇ以下級 ルールＡ ２分×２Ｒ
◯小栗 幸喜（ＧＳＢ多治見） × 小塚 正彦（ダブルライズ） ２Ｒ.ＴＫＯ
第５８試合 ＳＴＣ② ミドル級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般
用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
日高 大介（ＣＢインパクト） × ◯佐々木 高志（禅道会中津川） １Ｒ.ＫＯ
第５９試合 ＳＴＣ① バンタム級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
△辻 昌樹（ＭＥＩＢＵＫＡＩ） × △飯田 康（ＣＢインパクト） 判定１ー０
第６０試合 ＳＴＣマスターズ ライト級 １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍ
ｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯草場 智樹（UNDERGUARD SPORTS） × 戒能 学（キング・ムエ） 判定３ー０
第６１試合 ＳＴＣマスターズ ライト級 １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍ
ｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯山崎 賢二（UNDERGUARD SPORTS） × 嶋田 龍介（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定３ー０
第６２試合 ＳＴＣマスターズ ライト級 １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍ
ｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
△神田 孝彦（矢場町ベース） × △大久保 幸喜（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定１ー１
第６３試合 ＳＴＣレディース ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガード、一
般用レガース､１０oz）
◯松井 美香（ＮＥＸイチムエ） × 松田 菜愛（ＧＳＢ多治見） 判定３ー０

第６４試合 ＳＴＣレディース フライ級 ２分×２Ｒ首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッドガ
ード、一般用レガース､１０oz）
◯大島 雪（ＴＳ ＧＹＭ） × 黒川 薫（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ） 判定３ー０
第６５試合 ＳＴＣレディース Ｇハンデ ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッド
ガード、一般用レガース､シルバ１２oz、
土井１４oz）
土井 乙花（ＧＳＢ多治見） × ◯シルバ ビクトリア（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ） 判定０ー３
第６６試合 ＳＴＣレディース ５３ｋｇ契約 ２分×２Ｒ首相撲３秒（Ｊｒ､レディース用ヘッ
ドガード、一般用レガース､１０oz）
◯松永 南海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 渡邉 奈央（キング・ムエ） 判定３ー０
第６７試合 ＳＴＣマスターズ ウェルター級 １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ
有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
清力 健二（スプラッシュ） × ◯粟飯原 慶介（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー３
第６８試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
板倉 拓海（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ） × ◯山城 勇希（キング・ムエ） 判定０ー３
第６９試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用
ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
△尾藤 綱紀（矢場町ベース） × △勝連 諒（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定１ー０
第７０試合 ＳＴＣ② ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､
一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
△野月 佑樹（キング・ムエ） × △戸田 雄大（ＧＳＢ名古屋） 判定１ー０
第７１試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯小山 哲央（矢場町ベース） × 沢戸 良之（ＧＳＢ豊橋） 判定２ー０
第７２試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
加藤 大智（ＴＳ ＧＹＭ） × ◯上別府 颯一郎（ＺＯＯＭＥＲ） 判定０ー３

第７３試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
池末 健（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯阪本 瑛史（ＫＡＫＯ ＧＹＭ） 判定０ー２
第７４試合 ＳＴＣ① ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般
用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯八木 稜汰（ＧＳＢ多治見） × 山田 健太郎（ＴＳ ＧＹＭ） ２Ｒ.ＫＯ
第７５試合 ＳＴＣ① ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般
用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯村手 琉真（ＮＥＸイチムエ） × アセンシオ パブロ（ＴＳ ＧＹＭ） 判定３ー０
第７６試合 ＳＴＣ① ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般
用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
朝倉 裕樹（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯山本 純也（キング・ムエ） 判定０ー３
第７７試合 ＳＴＣ① ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､
一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
上野 博司（ＮＥＸイチムエ） × ◯鎌手テキン良太（ＫＡＫＯ ＧＹＭ） 判定０ー３
第７８試合 ＳＴＣ① ミドル級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ有りﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般
用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯池上 耕輝（ＴＳ ＧＹＭ） × 神尾 仙一（ＫＡＫＯ ＧＹＭ） 判定３ー０
第７９試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯土井 涼雅（ＧＳＢ多治見） × 坪井 宏樹（ＭＥＩＢＵＫＡＩ） １Ｒ.ＫＯ
第８０試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
稲垣 健之（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯川合 サンディ（キング・ムエ） ２Ｒ.ＫＯ
第８１試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用
ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯松森 文哉（ＭＥＩＢＵＫＡＩ） × 野田 淳平（ＴＳ ＧＹＭ） １Ｒ.ＫＯ

第８２試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
加藤 崇洋（ＧＳＢ名古屋） × ◯野田 和孝（キング・ムエ） 判定１ー２
第８３試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用
ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
△黒柳 太稀（ＭＥＩＢＵＫＡＩ） × △井上 昭彦（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 判定１ー１
第８４試合 ＳＴＣ② ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､
一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
山内 正広（禅道会中津川） × ◯桑原 優（ＺＯＯＭＥＲ） １Ｒ.ＫＯ
第８６試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
福島 研三（ISHITSUNA MMA GYM） × ◯近藤 聡（キング・ムエ） １Ｒ.ＫＯ
第８７試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用
ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
◯水本 伸（矢場町ベース） × 星野 隼大（ＴＳ ＧＹＭ） ２Ｒ.ＫＯ
第８８試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
野尻 勇介（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ） × ◯笹井 貴之（キング・ムエ） １Ｒ.ＫＯ
第８９試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一
般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
大澤 匡弘（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ） × ◯山城 勇希（キング・ムエ） 判定０ー２
第９０試合 ＳＴＣ② ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞナシﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､
一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz）
平田 想（ＧＳＢ名古屋） × ◯原 晃一（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定０ー３

ＳＴＣ５８
後半 優秀賞（５名選出）

●佐々木 高志（禅道会中津川）
●シルバ ビクトリア（ＳＴＲＩＫＥｓ ＧＹＭ）
●八木 稜汰（ＧＳＢ多治見）
●川合 サンディ（キング・ムエ）
●松森 文哉（MEIBUKAI）

ＳＴＣ５８
後半 ＭＶＰ
●笹井 貴之（キング・ムエ）

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３５

優秀賞（２名選出）
●古畑 博行（ＧＳＢ多治見）
●樋口 善行（ストライキングジム アレス）

ＭＶＰ
●増田 知香（ＧＳＢ名古屋）

