
【２０１９年２月２４日（日） 公武堂ＭＡＣＳ ３Ｆ】 

  

ＳＴＣ６１＆コンテンダーズリーグ０２ 

  

全試合結果、各賞受賞者 

  

『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/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） 

◯南 大貴「キング・ムエ」× 有賀 彩樹「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 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） 

吉田 衣央「ＮＥＸイチムエ」× ◯太田 陽己「ZOOMER ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ」 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） 

山口 侑生「ＧＳＢ豊橋」× ◯吉田 元「チームバルボーザジャパン大垣」 判定０ー３ 

  

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） 

山田 涼太「ＧＳＢ豊橋」× ◯長野 来也「チームバルボーザジャパン半田」 判定０ー３ 

  

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） 

西岡 豊記「ＧＳＢ豊橋」× ◯稲木 空隼「空手道白心会」 判定１ー２ 

 

 

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） 

△黒部 彪斗「ＧＳＢ豊橋」× △好木 統誠「ＮＥＸイチムエ」 判定０ー１ 

  

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） 

◯田中 孝汰「ZOOMER ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ」× 中村 翔輝「キング・ムエ」 １Ｒ.ＴＫＯ 



  

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） 

黒部 飛龍「ＧＳＢ豊橋」× ◯内木 海理「キング・ムエ」 判定０ー３ 

  

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/Ｊｒ.ｸﾞ

ﾛｰﾌﾞ） 

有賀 彩樹「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」× ◯松田 海奈斗「ＧＳＢ名古屋」 判定０ー３ 

  

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） 

◯岩本 蘭「修徳会」× 新美 豪毅「チームバルボーザジャパン半田」 判定３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） 

◯大久保 祐「修徳会」× 橋口 泰賀「チームバルボーザジャパン半田」 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/８ｏ

ｚ） 

稲木 空隼「空手道白心会」× ◯新美 龍我「チームバルボーザジャパン半田」 判定０ー３ 

  

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） 

牧野 琥珀「修徳会」× ◯岩間 大地「チームバルボーザジャパン名古屋」 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） 

△根木 哲也「ＧＳＢ豊橋」× △大久保 颯「修徳会」 判定０ー０ 

  

第１５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」× 秋田 巴琉「キング・ムエ」 判定２ー０ 

  

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/１０ｏ

ｚ） 

岩本 漣「修徳会」× ◯和田 怜空「ＧＳＢ名古屋」 判定０ー３ 



  

第１７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/布製ﾚｶﾞｰｽ/１２oz） 

△大久保 峻「修徳会」× △長谷川 煌「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」 判定０ー１ 

  

第１８試合 ＳＴＣレディース －５８ｋｇ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） 

△森 志穂「マーシャルアーツクラブ中津川」× △LAYZA TAMURA「KILLER BEES JAPAN」 

判定１ー１ 

  

第１９試合 ＳＴＣ① －６２ｋｇ契約 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） 

◯大岩 竜世「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」× 伊藤 佑「ＧＳＢ多治見」 判定３ー０ 

  

第２０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） 

◯林 優之介「ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ」× 木村ブルーノ大五郎「ＴＳ ＧＹＭ」 判定３ー０ 

  

第２１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） 

海老沼 智人「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」× ◯平田 想「ＧＳＢ名古屋」 判定０ー３ 

  

第２２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） 

 

淡路 泰弘「マーシャルアーツクラブ中津川」× ◯安藤 哲嗣「ＧＳＢ多治見」 判定０ー３ 

 

 

第２３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無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１

４oz） 

◯山下 慎之亮「ＧＲＯＵＮＤＳＬＡＭ守山」× 浅野 光「キング・ムエ」 判定３ー０ 

  

第２４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） 

 

△小林 朋也「ＧＲＯＵＮＤＳＬＵＭ守山」× △吉田 陸「スプラッシュ 」 判定０ー１ 



 

 

第２５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） 

池松 健 「ＪＫ ＴＲＩＢＥ」× ◯川邊 裕丈「キング・ムエ」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第２６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） 

◯伊藤 晃希「ストライキングジムアレス」× 戸田 雄大「ＧＳＢ名古屋」 判定２ー０ 

  

  

『第２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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８ｏ

ｚ） 

△薗田 優音「ＧＳＢ豊橋」× △大川 想太「キング・ムエ」 判定０ー１ 

  

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） 

伊藤 癒行「マーシャルアーツクラブ中津川」× ◯MALIK SHERIFF ANSAH「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 

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/８ｏ

ｚ） 

三浦 湊「ＧＳＢ名古屋」× ◯村田 和煌「チームバルボーザジャパン半田」 判定０ー３ 

  

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） 

△伊藤 七星「ＧＳＢ豊橋」× △西村 絆「キング・ムエ」 判定１ー０ 

 

 

第５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） 

 

杉林 暖真「ＧＳＢ豊橋」× ◯南 ﾙﾏﾆｶ ｻｲﾃﾞｨ「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定０ー３ 

  



第６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） 

前島 大葵「ＧＳＢ名古屋」× ◯鹿野 獅琉「チームバルボーザジャパン大垣」 判定０ー２ 

  

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） 

奥田 零也「キング・ムエ」× ◯岩井 なつみ「チームバルボーザジャパン大垣」 １Ｒ.ＴＫＯ 

  

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） 

△秋田芭菜 「キング・ムエ」× △MALIK MOHAMMED APPIAH「ＭＡＣＳ ＧＹＭ」 判定１ー０ 

  

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） 

◯岡田 直己「キング・ムエ」× 森田 陸斗「ＧＳＢ豊橋」 判定３ー０ 

  

第１０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２ー０ 

  

第１１試合 ＳＴＣレディース －５８ｋｇ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） 

◯森 志穂「マーシャルアーツクラブ中津川」× 田口 相「ＩＳＨＩＴＳＵＮＡ ＭＭＡ ＧＹＭ」 判定３

ー０ 

  

第１２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） 

◯梶田 珠来「ＮＥＸイチムエ」× 土井 乙花「ＧＳＢ多治見」 判定３ー０ 

  

第１３試合 ＳＴＣレディース －５４ｋｇ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） 

◯志水 萌々「空手道白心会」× 成瀬 綾香「キックスターズジャパン」 判定３ー０ 

  

第１４試合 ＳＴＣ① ー５４ｋｇ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､

金澤１２oz、北河原１４oz） 

金澤 潤基「マーシャルアーツクラブ中津川」× ◯北河原 稜磨「ＧＳＢ名古屋」 １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第１５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） 

◯塚原 良和 「ＮＥＸイチムエ」× 伊藤 貴一「ＧＳＢ多治見」 １Ｒ.ＴＫＯ 



  

第１６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） 

◯吉田 陸 「スプラッシュ」× 近藤 聡「キング・ムエ」 判定２ー１ 

  

第１７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無しﾍｯﾄﾞｷﾞｱ､一般用ﾚｶﾞｰｽ､１

４oz） 

山下 慎之亮「ＧＲＯＵＮＤＳＬＡＭ守山」× ◯羽田 翔太「キックスターズジャパン」 判定０ー３ 

  

第１８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） 

△下条 慶彦「キング・ムエ」× △木村ブルーノ大五郎「ＴＳ ＧＹＭ」 判定０ー０ 

  

第１９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） 

◯平田 想「ＧＳＢ名古屋」× 宮本 晋輔「ＣＭＡ聖武館」 ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第２０試合 コンテンダーズルール ライト級 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） 

△松森 文哉「ＭＥＩＢＵＫＡＩ」× △沼田 海斗「ＧＳＢ名古屋」 判定１ー１ 

 

 

 

 

 

 

各賞受賞者 

 

 

今大会、優秀賞７名、ＭＶＰ２名、またコンテンダーズルールにて勝利した選手全員にブラジリアン

ワックス脱毛専門店プロビィオ様より景品が提供されました。 

また後日、コンテンダーズルールにて勝利した選手には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が提供されます。 

 

 

◉第１部 優秀賞（４名） 

https://beauty.hotpepper.jp/smartphone/kr/slnH000357370/
https://karadarevolution.jp/


⚫︎南 大貴（キング・ムエ） 

⚫︎田中 孝汰（ZOOMERフィットネスジム） 

⚫︎岩本 蘭（修徳会） 

⚫︎新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） 

 

 

◉第１部 ＭＶＰ 

⚫︎川邊 裕丈（キング・ムエ） 

 

 

◉第２部 優秀賞（３名） 

⚫︎岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣） 

⚫︎羽田 翔太（キックスターズジャパン） 

⚫︎平田 想（ＧＳＢ名古屋） 

 

◉第２部 ＭＶＰ 

⚫︎梶田 珠来（ＮＥＸイチムエ） 

 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12442691031-14362213768.html

