
【ストライキングチャレンジ５９＆シュートボクシングチャレンジ３９】 

【アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.２２」】 

【アマチュアＤＥＥＰ 公武堂ファイト３６ 

試合結果 

 

第１部 

 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/Ｊｒ.グローブ）  

◯松田 海奈斗「ＧＳＢ名古屋」× 西岡 史記「ＧＳＢ豊橋」 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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/Ｊｒ.グローブ）  

△渡邉 好誠「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」× △山口 侑生「ＧＳＢ豊橋」 判定１ー１ 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/Ｊｒ.グローブ）  

馬場 汐音「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」× ◯佐野 ゆづき「ＧＳＢ豊橋」 判定０ー２ 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/Ｊｒ.グローブ）  

◯新美 龍我「チームバルボーザジャパン半田」× 黒部 彪斗「ＧＳＢ豊橋」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/Ｊｒ.グローブ）  

◯大野 虎哲「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」× 黒部 飛龍「ＧＳＢ豊橋」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/Ｊｒ.グローブ）  

吉田 元「チームバルボーザジャパン大垣」× ◯小林 琉楓「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」 判定１

ー２ 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/Ｊｒ.グローブ）  

新美 豪毅「チームバルボーザジャパン半田」× ◯森 琉希斗「西田キックボクシングジム」 判



定０ー２ 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/８oz）  

伊藤 癒行「中津川道場」× ◯杉林 暖真「ＧＳＢ豊橋」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

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/ボディプロテクター/布製レガ

ース/８oz）  

△内野 悠翔「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× △祖父江 太雅「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 判定１ー０ 

 

第１０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（フルフェイス/ボディプロテクター/布製レ

ガース/Ｊｒ.グローブ）  

松田 海奈斗「ＧＳＢ名古屋」× ◯杉林 瞳吏「ＧＳＢ豊橋」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

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/ボディプロテクター/布製レ

ガース/Ｊｒ.グローブ）  

◯酒井 英新「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× 山口 侑生「ＧＳＢ豊橋」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

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/ボディプロテクター/布製レ

ガース/８oz）  

◯内木 海理「キング・ムエ」× 西岡 豊記「ＧＳＢ豊橋」 ３ー０ 

 

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/ボディプロテクター/布製レ

ガース/８oz）  

◯鹿野 獅琉「チームバルボーザジャパン大垣」× 佐野 ゆきあ「ＧＳＢ豊橋」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

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/ボディプロテクター/布製レ

ガース/８oz）  

大川 想太「キング・ムエ」× ◯平田 稜力「ＧＳＢ豊橋」 判定０ー３ 

 

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/ボディプロテクター/布製レ

ガース/８oz）  

祖父江 澄海「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」× ◯伊藤 七星「ＧＳＢ豊橋」 判定０ー３ 

 

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/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」× ◯根木 哲也「ＧＳＢ豊橋」 判定０ー３ 

 

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/ボディプロテクター/布製レ

ガース/８oz）  

伊藤 癒行「中津川道場」× ◯佐野 陽優「ＧＳＢ豊橋」 判定０ー２ 

 

第１８試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（フルフェイス/ボディプロテクター/布製レ

ガース/８oz）  

内野 悠翔「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× ◯村田 和煌「チームバルボーザジャパン半田」 １Ｒ.

ＴＫＯ 

 

第１９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.レディース用ヘッドガード/布製レガー

ス/１０oz）  

塩崎 匠「ＧＳＢ多治見」× ◯森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

第２０試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（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 Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× △丸山 龍司「西田キックボクシングジム」 判定１

ー１ 

 

第２１試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.レディース用ヘッドガード/布製レガー

ス/１０oz）  

◯馬場 心羚「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」× 岩井 なつみ「チームバルボーザジャパン大垣」 

判定２ー０ 

 

第２２試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ Ｇハンデ 首相撲３秒（Jr.レディース用ヘッドガート/布

製レガース/山畑１０oz・松田１２oz）  

山畑 稀叶「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× ◯松田 菜愛「ＧＳＢ多治見」 判定０ー２ 

 

 

第２３試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.レディース用ヘッドガード/布製レガー

ス/１０oz）  

◯渡辺 亜央斗「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」× 朝日 雷蔵「西田キックボクシングジム」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

第２４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）  



◯近藤 良「キング・ムエ」× 柏 翔来「ＧＳＢ名古屋」 判定２ー０ 

 

第２５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ト/一般用

レガース/森１２oz・長谷川１４oz）  

△長谷川 煌「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」× △森 隼斗「西田キックボクシングジム」 判定０ー０ 

 

第２６試合 アマチュアＤＥＥＰ ５８.７ｋｇ以下級 ルールＢ ３分×２Ｒ  

◯木戸脇 広樹「ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ」× 谷村 泰嘉「空手道禅道会長野県本部道場」 判定３ー０ 

 

第２７試合 アマチュアＤＥＥＰ ６３.２ｋｇ以下級 ルールＡ ３分×２Ｒ  

◯佐藤 将太「風吹柔術」× 野木 崇政「禅道会駒ヶ根道場」 １Ｒ.腕十字 

 

第２８試合 アマチュアＤＥＥＰ 女子５８.７ｋｇ以下級 ルールＡ ２分×２Ｒ  

◯森 志穂「中津川道場」× 森川 茜「ＧＳＢ多治見」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

第２９試合 ＳＴＣジュニア １分３０秒×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.レディース用ヘッドガード/布製レガー

ス/１０oz）  

◯中島 隆徳「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× 森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー０ 

 

第３０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」× 丸山 龍司「西田キックボクシングジム」 判定３ー０ 

 

第３１試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

△永田 雅富「クラブバーバリアン」× △林 嗣道「ＧＳＢ多治見」 判定０ー１ 

 

第３２試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

茶木 雄馬「クラブバーバリアン」× ◯小林 和幹「ＨＩＧＨ-ＭＯＵＮＴ」 判定０ー３ 

 

第３３試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

◯原 寿輝也「総合格闘技 阿修羅」× 細野 翔太「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

第３４試合 ＳＴＣ① ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レガ



ース、１４oz）  

◯安達 健一郎「ＣＢインパクト」× 横山 万維杜「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

第３５試合 ＳＴＣ① ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用

レガース、１４oz）  

◯鎌手テキン良太「ＫＡＫＯ ＧＹＭ」× 海老沼 智人「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 判定３ー０ 

 

 

 

 

第１部 優秀賞（５名選出） 

◉大野 虎哲（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 

◉鹿野 獅琉（チームバルボーザジャパン大垣） 

◉根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） 

◉渡辺 亜央斗（ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ） 

◉原 寿輝也（総合格闘技 阿修羅） 

 

 

第１部 ＭＶＰ 

◉安達 健一郎（ＣＢ ＩＭＰＡＣＴ） 

 

 

 

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３６ 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12395972609-14242892397.html


 

 

ＭＶＰ 

◉森 志穂（中津川道場） 

 

 

 

 

第２部 

 

 

第１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

/１２oz）  

◯森 志穂「中津川道場」× 土井 美穂「チームバルボーザジャパン半田」 判定３ー０ 

 

第２試合 ＳＴＣレディース ２分×２Ｒ Ｇハンデ 首相撲３秒（Jr.レディース用ヘッドガート/一般用

レガース/松永１２oz・土井１４oz）  

◯松永 南海「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」× 土井 乙花「ＧＳＢ多治見」 判定３ー０ 

 

第３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」× ◯山口 剛史「ブルズアイファイティングクラブ」 判定０ー２ 

 

第４試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レガー

https://ameblo.jp/striking-c/image-12395972609-14242902821.html


ス、１４oz）  

胡桃澤 真之「キックボクシングクラブレイトバック」× ◯戸田 雄大「ＧＳＢ名古屋」 判定０ー２ 

 

第５試合 ＳＴＣ② ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

藤川 信佳「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× ◯横地 祐太「格闘技道場ブレイブ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

第６試合 ＳＴＣ② ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

城間 結陽「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× ◯織田 大五郎「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 判定０ー２ 

 

第７試合 ＳＴＣ① ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レガー

ス、１４oz）  

山本 一也「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ Ｋ-ｓｔｙｌｅ」× ◯二瀬 友雅「ＧＳＢ名古屋」 判定０ー３ 

 

第８試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レガ

ース、１４oz）  

◯石黒 凱「ＺＯＯＭＥＲ」× 安藤 英則「ブルズアイファイティングクラブ」 １Ｒ.ＴＫＯ 

 

第９試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レガ

ース、１４oz）  

永田 雅富「クラブバーバリアン」× ◯塚原 良和「ＮＥＸイチムエ」 判定０ー２ 

 

第１０試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

◯茶木 雄馬「クラブバーバリアン」× 徳永 春樹「ＧＳＢ名古屋」 判定３ー０ 

 

第１１試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

原 寿輝也「総合格闘技 阿修羅」× ◯池末 健「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

第１２試合 ＳＴＣ① フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

岩田 琢磨「ＮＥＸイチムエ」× ◯髙井 裕介「ＧＳＢ多治見」 判定０ー３ 

 

第１３試合 ＳＴＣ① ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用



レガース、１４oz）  

鎌手テキン良太「ＫＡＫＯ ＧＹＭ」× ◯古田 達也「総合格闘技 阿修羅」 判定０ー３ 

 

第１４試合 ＳＴＣ① ウェルター級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用

レガース、１４oz）  

神尾 仙一「ＫＡＫＯ ＧＹＭ」× ◯渡壁 晋悟「Ｄ-ＳＴＹＬＥ」 判定０ー３ 

 

第１５試合 ＳＴＣ① ミドル級 ２分×２Ｒ 首相撲ナシ（フェイスガード有りヘッドギア、一般用レガ

ース、１４oz）  

小林 成史「スプラッシュ」× ◯森川 康輝「キング・ムエ」 判定１ー２ 

 

第１６試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レガ

ース、１４oz）  

◯西脇 雄祐「ＫＲＫ」× 八木 稜汰「ＧＳＢ多治見」 判定３ー０ 

 

第１７試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レガ

ース、１４oz）  

安達 健一郎「ＣＢインパクト」× ◯南出 明広「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」 判定０ー３ 

 

第１８試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

田中 佑樹「ストライキングジムアレス」× ◯土井 涼雅「ＧＳＢ多治見」 判定０ー２ 

 

第１９試合 ＳＴＣ② フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レ

ガース、１４oz）  

◯小田川 文也「ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ」× 近藤 聡「キング・ムエ」 判定２ー０ 

 

第２０試合 ＳＴＣ③ ライト級 ３分×２Ｒ 首相撲フリー（フェイスガードナシヘッドギア、一般用レ

ガース、１２oz）  

◯野月 佑樹「キング・ムエ」× 戸田 雄大「ＧＳＢ名古屋」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

 

第２１試合 アマＳＢトーナメント －５５ｋｇ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）  

◯豊田 優輝「ストライキングジムアレス」× 長谷川 大祐「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー０ 

 

第２２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 凛太郎「ストライキングジムアレス」× ◯長谷川 尚登「ＧＳＢ豊橋」 判定０ー２ 

 

第２３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）  

◯長谷川 佑也「ストライキングジムアレス」× 松下 融「クラブバーバリアン」 判定３ー０ 

 

第２４試合 アマＳＢトーナメント －７５ｋｇ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）  

柴田 直樹「ストライキングジムアレス」× ◯阿部 健寿「フリー」 判定０ー３ 

 

 

 

 

第２部 優秀賞（４名選出） 

◉松永 南海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 

◉横地 祐太（格闘集団ブレイブ） 

◉池末 健（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 

◉古田 達也（総合格闘技 阿修羅） 

 

 

第２部 ＭＶＰ 

◉野月 佑樹（キング・ムエ） 
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アマチュアＳＢトーナメント「セントラル２２」 

 

 

ー５５ｋｇ級 優勝 

◉豊田 優輝（ストライキングジムアレス） 

 

 

ー６０ｋｇ級 優勝 

◉長谷川 尚登（ＧＳＢ豊橋） 

 

 

ー６５ｋｇ級 優勝 

◉長谷川 佑也（ストライキングジムアレス） 

 

 

ー７５ｋｇ級 優勝 

◉阿部 健寿（フリー） 
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