
２０１８年１２月２日（日）公武堂ＭＡＣＳ ３Ｆ 

 

【ストライキングチャレンジ６０＆シュートボクシングチャレンジ４０】 

【アマチュアＳＢトーナメント「セントラル.２３」】 

【ＣＯＮＴＥＮＤＥＲＳ ＬＥＡＧＵＥ０１】 

  

  

第１部（ＳＴＣ４１試合、コンテンダーズルール１０試合）計５１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） 

◯八木 蓮斗（KICKBOXING Kstyle） × 花島 梓月（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

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） 

吉田 衣央（ＮＥＸイチムエ） × ◯山口 侑生（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

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） 

△渡邉 好誠（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × △杉林 瞳吏（ＧＳＢ豊橋） 判定１ー０ 

  

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） 

△正岡 元治（ストライキングジムアレス） ×△ 馬場 汐音（ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ） 判定１ー０ 

  

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 元（チームバルボーザジャパン大垣） × 佐野 ゆづき（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  

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） 

酒井 英新（KICKBOXING Kstyle） × ◯新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） 判定０

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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｏ

ｚ） 

◯高津 一倖（スタンドジム） × 山田 涼太（ＧＳＢ豊橋） 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/８ｏ

ｚ） 

◯田中 孝汰（ＺＯＯＭＥＲ） × 黒部 彪斗（ＧＳＢ豊橋） 判定２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/８ｏ

ｚ） 

◯吉田 正宗（ＮＥＸイチムエ） × 黒部 飛龍（ＧＳＢ豊橋） 判定３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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｏ

ｚ） 

◯祖父江 太雅（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 小林 琉楓（KICKBOXING Kstyle） 判定１ー０ 

  

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/８ｏ

ｚ） 

◯奥山 瑠斗（仰拳塾） × 棚橋 舷（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ.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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｏ

ｚ） 

◯藤井 悠生（西田キックボクシングジム） × 小林 由門（ストライキングジムアレス） 判定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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｏ

ｚ） 

内野 悠翔（KICKBOXING Kstyle） × ◯青山 銀路（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  

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/８ｏ

ｚ） 

◯西村 絆（キング・ムエ） × 新美 豪毅（チームバルボーザジャパン半田） 判定３ー０ 

  

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/８ｏ

ｚ） 

△中竹 颯流（武神） × △根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） 判定０ー１ 

  



第１６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

oz） 

秋田 巴琉（キング・ムエ） × ◯中島 大河（ＧＥＴ ＯＶＥＲ） 判定０ー３ 

  

第１７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

oz） 

森田 陸斗（ＧＳＢ豊橋） × ◯加藤 一虎（ＧＥＴ ＯＶＥＲ） 判定０ー３ 

  

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

oz） 

△秋田 芭菜（キング・ムエ） × △馬場 心羚（ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ） 判定１ー０ 

  

第１９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

oz） 

◯井田 隼（西田キックボクシングジム） × 小黒 剣政（ＮＥＸイチムエ） 判定３ー０ 

  

第２０試合 コンテンダーズルール 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/１０oz） 

渡辺 亜央斗（WATANABE GYM） × ◯中島 隆徳（ＧＥＴ ＯＶＥＲ） 判定０ー３ 

  

第２１試合 コンテンダーズルール ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/

１２oz） 

◯木村 晧稀（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × 横田 丈一郎（ストライキングジムアレス） 判定２ー０ 

  

第２２試合 コンテンダーズルール ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/

１２oz） 

△青山 虎之介（ストライキングジムアレス） × △中島 大翔（ＧＥＴ ＯＶＥＲ） 判定１ー０ 

  

第２３試合 コンテンダーズルール ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/

１２oz） 

△長谷川 煌（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） × △今泉 瑛司（ストライキングジムアレス） 判定１ー１ 

  

第２４試合 コンテンダーズルール ５２ｋｇ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） 

◯松永 南海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 渡邉 奈央（キング・ムエ） ２Ｒ.ＴＫＯ 

  



第２５試合 コンテンダーズルール フェザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､

一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz） 

田中 佑樹（ストライキングジムアレス） × ◯近藤 聡（キング・ムエ） 判定０ー３ 

  

第２６試合 コンテンダーズルール ミドル級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一

般用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz） 

△柴田 直樹（ストライキングジムアレス） × △水島 尚宏（ｔｅａｍＡＸＥＳ） 判定０ー１ 

  

第２７試合 コンテンダーズルール ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般

用ﾚｶﾞｰｽ､１４oz） 

◯青山 嗣地（名古屋ＪＫファクトリー） × ◯近藤 壮家（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 判定１ー１ 

  

第２８試合 コンテンダーズルール バンタム級 ３分×２Ｒ 首相撲フリー（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞ

ｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１２oz） 

矢田 祐樹（西田キックボクシングジム） × ◯小林 正貴（ＧＥＴ ＯＶＥＲ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第２９試合 コンテンダーズルール ウェルター級 ３分×２Ｒ 首相撲フリー（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞ

ｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１２oz） 

横山 紘行（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × ◯ＡＫＩＭＯＶ ＶＩＫＴＯＲ（クラブバーバリアン） 判定０ー３ 

  

第３０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） 

△山崎 成美（クラブバーバリアン） × △原田 恵里（チームバルボーザジャパン半田） 判定１

ー１ 

  

第３１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） × ◯神谷 有香（キック塾） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３２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） 

◯大島 雪（ＴＳジム） × 服部 杏南（キング・ムエ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３３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） 



田口 相（ISHITSUNA MMA GYM） × ◯赤羽 カヨ（チームバルボーザジャパン大垣） 判定１

ー２ 

  

第３４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） 

星野 伸一郎（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × ◯小杉 拓也（スプラッシュ） 判定１ー２ 

  

第３５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） 

◯山下 慎之亮（GROUNDSLUM守山） × 藤塚 達也（クラブバーバリアン） 判定２ー１ 

  

第３６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） 

◯森川 康輝（キング・ムエ）  × 渡壁 晋悟（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第３７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） 

◯小瀬 朋成（キック塾）  × 太田 英之（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０ 

  

第３８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） 

犬飼 十夢（カトウジム）  × ◯六軒 涼太（クラブバーバリアン） 判定０ー３ 

  

第３９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） 

丹羽 賢吾（ISHITSUNA MMA GYM） × ◯古田 達也（総合格闘技阿修羅） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第４０試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４

oz） 

◯井上 昭彦（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × 笹井 貴之（キング・ムエ） 判定３ー０ 

  

第４１試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４

oz） 

◯勝連 諒（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） × 鈴木 孝次（キング・ムエ） 判定３ー０ 

  



第４２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無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰ

ｽ､１４oz） 

◯角田 康徳（名古屋ＪＫファクトリー） × 桑原 優（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０ 

  

第４３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無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰ

ｽ､１４oz） 

◯高尾 瑛直（和術慧舟會ＳＰＯ富山支部） × 田中 吏稀（カトウジム） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第４４試合 ＳＴＣ③ フェザー級 ３分×２Ｒ 首相撲フリー（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､

１２oz） 

印藤 彰宏（西田キックボクシングジム） × ◯小田川 文也（WATANABE GYM） 判定０ー３ 

  

第４５試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/１２oz） 

◯鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス）  × 小澤 楓峨（武神） 判定３ー０ 

  

第４６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/８ｏ

ｚ） 

◯犬塚 颯真（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × MALIK SHERIFF ANSAH（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第４７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/８ｏ

ｚ） 

◯酒井 秀悟（ストライキングジムアレス） × 南 ルマニカ サイディ（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 判定３ー

０ 

  

第４８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/８ｏ

ｚ） 

◯伊藤 七星（ＧＳＢ豊橋） × 村田 和煌（チームバルボーザジャパン半田） 判定２ー１ 

  

第４９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

oz） 

岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣） × ◯北島 尽（スタンドジム） 判定０ー２ 

  

第５０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

oz） 

◯丸山 龍司（西田キックボクシング） × 小川 惺也（仰拳塾） 判定３ー０ 

  



第５１試合 ＳＴＣジュニア  ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/１２oz） 

△近藤 来樹（KICKBOXING Kstyle） × △今川 竜月輝（ストライキングジムアレス） 判定１ー

０   

  

  

第２部（ＳＴＣ３５試合、アマＳＢ１試合）計３６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/８ｏ

ｚ） 

山北 彪王（青龍館） × ◯横田 萌々花（ストライキングジムアレス） 判定１ー２ 

  

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/８ｏ

ｚ） 

小林 由門（ストライキングジムアレス） × 岩間 大地（チームバルボーザジャパン名古屋） １Ｒ.

ＴＫＯ 

  

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/８ｏ

ｚ） 

◯武藤 海弘（チームバルボーザジャパン名古屋） × 佐野 陽優（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  

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/８ｏ

ｚ） 

◯今川 虎羽冴 （ストライキングジムアレス） × 石黒 雅弥（ＮＥＸ-ＳＰＯＲＴＳ） 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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｏ

ｚ） 

◯祖父江 澄海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 石場 優騎（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  

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/８ｏ

ｚ） 

◯山北 龍白（青龍館） × 川瀬 恵太（チームバルボーザジャパン大垣） 判定３ー０ 

  

第７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/１０oz） 

◯鹿野 獅琉（チームバルボーザジャパン大垣） × 杉林 暖真（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  



第８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/１０oz） 

△朝日 雷蔵（西田キックボクシングジム） × △MALIK MOHAMMED APPIAH（ＭＡＣＳ ＧＹ

Ｍ） 判定０ー１ 

  

第９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/１０oz） 

水野 瑛太（チームバルボーザジャパン大垣） × ◯日比 夢叶（ＮＥＸイチムエ） 判定０ー３ 

  

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

oz） 

◯ホリ・オットー （ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × 松井 一夢（ＮＥＸイチムエ） 判定２ー０ 

  

第１１試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/１２oz） 

野畑 歩希（風吹ジム） × ◯鈴木 愛来（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  

第１２試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/１２oz） 

◯和田 怜空（ＧＳＢ名古屋） × 石坂 空志（ストライキングジムアレス） 判定３ー０ 

  

第１３試合 ＳＴＣジュニア ２分×２Ｒ 首相撲３秒（Jr.ﾚﾃﾞｨｰｽ用ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ/一般用ﾚｶﾞｰｽ/１２oz） 

△北川原 稜磨（ＧＳＢ名古屋） × △丸山 龍司（西田キックボクシングジム） 判定０ー１ 

  

第１４試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４

oz） 

◯森 里騎（ＰＨＥＮＩＡ） × 加藤 竜平（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０ 

  

第１５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） 

◯池松 健（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）  × 石黒 凱（ＺＯＯＭＥＲ） 判定２ー０ 

  

第１６試合 ＳＴＣマスターズ フェザー級 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） 

石本 勇樹（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） × ◯有馬 昌博（チームバルボーザジャパン半田） 判定０ー２ 

  

第１８試合 ＳＴＣ① フライ級 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） 

◯山下 慎之亮（GROUND SLUM守山） × 小関 亮太（ストライキングジムアレス） 判定３ー０ 

  



第１９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） 

◯村田 浩（ＺＯＯＭＥＲ） × 牧島 竜也（Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ） 判定３ー０ 

  

第２０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） 

◯原村 大輝（ISHITSUNA MMA GYM） × 石島 大介（西田キックボクシングジム） 判定３ー０ 

  

第２１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） 

△木村 ブルーノ 大五郎（ＴＳジム）  × △田中 望（Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ） 判定０ー０ 

  

第２２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） 

徳永 春樹（ＧＳＢ名古屋） × ◯塚原 良和（ＮＥＸイチムエ） 判定０ー３ 

  

第２３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） 

◯高井 裕介（ＧＳＢ多治見） × 福森 耀大（KICKBOXING Kstyle） 判定２ー０ 

  

第２４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） 

細野 翔太（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） × ◯東井 真咲朝（総合格闘技阿修羅） 判定０ー２ 

  

第２５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） 

田中 敏和（ISHITSUNA MMA GYM） × ◯沼田 海斗（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー３ 

  

第２６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） 

安田 裕次（ＧＳＢ多治見）  × ◯橋上 壮馬（ＺＯＯＭＥＲ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第２７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） 

△小原 裕史（ストライキングジムアレス） × △伊藤 大祐（KICKBOXING Kstyle） 判定０ー０ 

  



第２８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） 

◯飯塚 匠（ストライキングジムアレス） × 原 真人（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定３ー０ 

  

第２９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） 

田尾 好之（スプラッシュ） × ◯朝倉 裕樹（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定０ー３ 

  

第３０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） 

池松 健（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯奥谷 浩幸（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 判定０ー２ 

  

第３１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無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰ

ｽ､１４oz） 

藤川 信佳（KICKBOXING Kstyle） × ◯平田 想（ＧＳＢ名古屋） 判定０ー２ 

  

第３２試合 ＳＴＣ② クルーザー級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰ

ｽ､１４oz） 

◯コルビー ドレイニー（Ｈｉｇｈ-Ｍｏｕｎｔ） × 佐々木 政直（青龍館） 判定３ー０ 

  

第３３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無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１

４oz） 

◯田中 秀汰（Ｐｉｔｂｕｌｌ） × 斎藤 大輝（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 判定２ー０ 

  

第３４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無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１

４oz） 

平野 紘希（Ｋ.Ｏ ＳＨＯＯＴＯ ＧＹＭ） × ◯原 寿輝也（総合格闘技阿修羅） 判定０ー３ 

  

第３５試合 ＳＴＣ② ライト級 ２分×２Ｒ 首相撲５秒（ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１４

oz） 

片山 喜貴（総合格闘技阿修羅） × ◯加藤 竜平（ＺＯＯＭＥＲ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３６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） × 田口 貴規（Ｔｅａｍ夜叉） 判定１ー０ ＥＸ３ー０ 

 



各賞受賞者 

  

第１部 優秀賞 

⚫ 山︎口 侑生（ＧＳＢ豊橋） 

⚫ 加︎藤 一虎（ＧＥＴ ＯＶＥＲ） 

⚫ 神︎谷 有香（キック塾） 

⚫ 大︎島 雪（ＴＳ ＧＹＭ） 

⚫ 高︎尾 瑛直に和術彗舟會ＳＰＯ富山支部） 

⚫ 古︎田 達也（総合格闘技阿修羅） 

 

 

第１部 ＭＶＰ 

⚫ 奥︎山 瑠斗（仰拳塾） 

 

 

 

 

第２部 優秀賞 

⚫ 岩︎間 大地（チームバルボーザジャパン半田） 

⚫ 日︎々 夢叶（ＮＥＸイチムエ） 

⚫ 森︎ 里騎（ＰＨＥＮＩＡ） 

⚫ 橋︎上 壮馬（ＺＯＯＭＥＲ） 

 

 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12423455593-14314727709.html


第２部 ＭＶＰ 

⚫ 加︎藤 竜平（ＺＯＯＭＥＲ） 

 

 

 

アマチュアＳＢトーナメント「セントラル２３」 

 

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-12423455593-14314727718.html
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コンテンダーズリーグ０１ ＭＶＰ 

⚫ 木︎村 晧稀（ＯＩＳＨＩ ＧＹＭ） 

⚫ 松︎永 南海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 

⚫ 小︎林 正貴（ＧＥＴ ＯＶＥＲ） 

 

 

コンテンダーズリーグ（第１部第２０試合〜第２９試合）にて勝利を収めた選手には勝利者賞とい

たしまして株式会社タツノコーポレーション様より 

「運動効率が劇的に変わる代謝サポートアプリ」 

Ｋａｒａｒｅが提供されました。 

https://karadarevolution.jp/
https://ameblo.jp/striking-c/image-12423455593-14314727734.html


 

 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12423455593-14314794401.html


 

 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12423455593-14314756518.html

