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今大会も沢山の選手のご参加、各ジム道場様のご協力、スタッフの皆様、ありがとうございまし

た！ 

  

・リングＡ（６８試合）試合結果 

  

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） 

△松田 海奈斗（ＧＳＢ名古屋) ×  △友田 蒼葉（Ｋ－ＳＴＹＬＥ） 判定１－０ 

  

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） 

△八木 蓮人（Ｋ－ＳＴＹＬＥ） × △平野 裕典（修徳会） 判定１－１ 

  

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/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） × ◯佐藤 凛（クレイジーファイトクラブ） 判定３－０ 

  

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） 

高津 一倖（スタンドジム） × ◯杉林 瞳吏（ＧＳＢ豊橋） 判定０－３ 

  

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/Ｊｒ.ｸﾞ

ﾛｰﾌﾞ） 

◯大原 天真（禅道会） ×  安田 叶雅（チームバルボーザジャパン大垣）  １Ｒ.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/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） 

山中 煌貴（Ｋ－ＳＴＹＬＥ） × ◯大橋 仁天（ストライキングジムアレス）  判定０－３ 

  

https://ameblo.jp/striking-c/entry-12477911169.html
https://ameblo.jp/striking-c/theme-10073156054.html


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） 

◯山田 涼太（ＧＳＢ豊橋） × 石川 潤（修徳会） 判定２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） 

◯河村 英明（名古屋ＪＫファクトリー） × 太田 陽己（ＺＯＯＭＥＲ） 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） 

△黒部 飛龍（ＧＳＢ豊橋） × △好木 統誠（ＮＥＸイチムエ） 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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８

オンス） 

丸井 瑛葵（チームバルボーザジャパン大垣） × ◯吉原 颯真（立志会） 判定０ー２ 

  

第１１試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －２５ｋｇ級 １回戦 １分３０秒×１Ｒ 首相撲３

秒（延長１Ｒ/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） 

◯新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田）×佐野 ゆづき（ＧＳＢ豊橋） 判定２ー１ 

  

第１２試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －２５ｋｇ級 １回戦 １分３０秒×１Ｒ 首相撲３

秒（延長１Ｒ/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（Ｋ-ｓｔｙｌｅ）× ◯正岡 元治（ストライキングジムアレス） 判定１ー１ ＥＸ０ー３ 

  

第１３試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －２５ｋｇ級 １回戦 １分３０秒×１Ｒ 首相撲３

秒（延長１Ｒ/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）×馬場 汐音（ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第１４試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －３０ｋｇ級 １回戦 １分３０秒×１Ｒ 首相撲３

秒（延長１Ｒ/ﾌﾙﾌｪｲｽ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８オンス） 

◯内野 悠翔（Ｋ-ｓｔｙｌｅ） × 岩本 蘭（修徳会） 判定３ー０ 

  

第１５試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －３０ｋｇ級 １回戦 １分３０秒×１Ｒ 首相撲３

秒（延長１Ｒ/ﾌﾙﾌｪｲｽ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８オンス） 

◯牧野 琥珀（修徳会） × 奥山 瑠斗（仰拳塾） 判定２ー１ 

  



第１６試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －３０ｋｇ級 １回戦 １分３０秒×１Ｒ 首相撲３

秒（延長１Ｒ/ﾌﾙﾌｪｲｽ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８オンス） 

小林 琉楓（Ｋ-ｓｔｙｌｅ） × ◯中井 凱渡（ＢＦＡ-ＳＥＥＤ） 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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８

オンス） 

◯日比 聖也（ＮＥＸイチムエ） × 徳永 侑里（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） 判定２ー０ 

  

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/ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８

オンス） 

◯坂本 成（名古屋ファクトリー） × 川路 夏輝（禅道会 浜松本部道場）  判定２ー０ 

  

第１９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） 

◯新美 豪毅（チームバルボーザジャパン半田） × 黒部 彪斗（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  

第２０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２１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） 

◯朝日 統心（ライジング己道会） × 石場 優騎（ＧＳＢ豊橋） 判定３ー０ 

  

第２２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） 

三浦 湊（ＧＳＢ名古屋） × ◯平野 功樹（修徳会） 判定１ー２ 

  

第２３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） 

榊原 丈繕（キック塾） × ◯田中 考汰（ＺＯＯＭＥＲ） 判定０ー３ 

  

第２４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） 

五十嵐 友来（ＧＳＢ名古屋） × ◯吉武 大空（立志会）  判定０ー３ 

  



第２５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） 

佐々木 穂華（修徳会）× ◯宮本 昊（アブレイズキックジム） 判定０ー３ 

  

第２６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） 

◯西村 絆（キングムエ） × 榊原 瑠理（キック塾）  判定３ー０ 

  

第２７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） 

大川 想太（キングムエ） × ◯村上 翔音（ストライキングジムアレス）  判定０ー３ 

  

第２８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） 

加藤 蓮太（ライジング己道会） × ◯鈴木 颯（ストライキングジムアレス） 判定０ー２ 

  

第２９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） 

△大久保 祐（修徳会） × △根木 哲也（ＧＳＢ豊橋） 判定１ー１ 

  

第３０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） 

◯北村 蓮斗（立志会） × 川瀬 恵太（チームバルボーザジャパン大垣） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３１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） 

杉林 暖真（ＧＳＢ豊橋） × ◯岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第３３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） 

◯吉田 大成（ＧＳＢ名古屋） × 松永 修登（スタンドジム） 判定３ー０ 

  

第３４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） 

△小川 惺也（仰拳塾） × △大堀 在音（ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ） 判定１ー１ 

  



第３５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） 

岩本 漣（修徳会） × ◯野畑 歩希（風吹ジム） 判定１ー２ 

  

第３６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） 

山下 凱誠（風吹ジム) × ◯岡田 直己（キングムエ）  判定０ー２ 

  

第３７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） × 野畑 幸生（風吹ジム） 判定３ー０ 

  

第３８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） 

◯小笠原 来輝（ＰＩＴＢＵＬＬ） × 小林 由門（ストライキングジムアレス） 判定２ー０ 

  

第３９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） 

小林 桜一郎（ＮＥＸ小牧） × ◯祖父江 澄海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第４０試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －２５ｋｇ級 準決勝 ２分×１Ｒ 首相撲３秒（延

長１Ｒ/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） 

◯新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） × 正岡 元司（ストライキングジムアレス） 判

定３ー０ 

  

第４１試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －２５ｋｇ級 準決勝 ２分×１Ｒ 首相撲３秒（延

長１Ｒ/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）× 渡邉 好誠（ＪＫ-ＴＲＩＢＥ） 判定３ー０ 

  

第４２試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －３０ｋｇ級 準決勝 ２分×１Ｒ 首相撲３秒（延

長１Ｒ/ﾌﾙﾌｪｲｽ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８オンス） 

◯橋口 泰賀（チームバルボーザジャパン半田）× 内野 悠翔（Ｋ-ｓｔｙｋｅ） 判定３ー０ 

  

第４３試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －３０ｋｇ級 準決勝 ２分×１Ｒ 首相撲３秒（延

長１Ｒ/ﾌﾙﾌｪｲｽ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８オンス） 

牧野 琥珀（修徳会） × 中井 凱渡（ＢＦＡ-ＳＥＥＤ） 判定０ー３ 



  

第４４試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －４０ｋｇ級 １回戦 ２分×１Ｒ 首相撲３秒（延

長１Ｒ/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） 

◯鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス）× 渡辺 亜央斗（ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ）  判定２ー０ 

  

第４５試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －４０ｋｇ級 １回戦 ２分×１Ｒ 首相撲３秒（延

長１Ｒ/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） 

吉戸 煌月（Ｋ-ｓｔｙｌｅ）× ◯鹿野 獅龍（チームバルボーザジャパン大垣） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第４６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） 

◯石坂 空志（フリー） × 鈴木 愛来（ストライキングジムアレス） 判定３ー０ 

  

第４７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 怜空（ＧＳＢ名古屋） × 大久保 峻（修徳会） 判定３ー０ 

  

第４８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） 

松井 一夢（ＮＥＸイチムエ） × ◯羽田野 真大（アニマルハウス） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

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ｵ

ﾝｽ） 

武藤 海弘（チームバルボーザジャパン名古屋） × ◯馬場 心羚（ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ） 判定

０ー３ 

  

第５１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） 

◯秋田 芭琉（キングムエ） × 杉林 暖真（ＧＳＢ豊橋） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第５２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） 

佐々木 大空（修徳会） ×  ◯佐藤 凛（クレイジーファイトクラブ ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  



第５３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） 

△大原 天真（禅道会） × △長野 来也（チームバルボーザジャパン半田） 判定０ー１ 

  

第５４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） 

◯村田 和煌（チームバルボーザジャパン半田） × ◯西村 絆（キングムエ） 判定０ー０ 

  

第５５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） 

△大久保 颯（修徳会） × △根木 哲也 （ＧＳＢ豊橋）  判定０ー１ 

  

第５６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） 

小黒 剣政（ＮＥＸイチムエ） × ◯岡田 直己（キングムエ）  １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第５７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） 

日比 夢叶（ＮＥＸイチムエ）  × ◯大堀 在音（ＷＡＴＡＮＡＢＥ ＧＹＭ）    １ＲＴＫＯ 

  

第５８試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －２５ｋｇ級 決勝 ２分×２Ｒ 首相撲３秒（延長

１Ｒ/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） 

◯新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） × 吉田 元（チームバルボーザジャパン大垣） 

  

第５９試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －３０ｋｇ級 決勝 ２分×２Ｒ 首相撲３秒（延長

１Ｒ/ﾌﾙﾌｪｲｽ/布製ﾚｶﾞｰｽ/８オンス） 

◯橋口 泰賀（チームバルボーザジャパン半田） × 中井 凱渡（ＢＦＡーＳＥＥＤ） 判定３ー０  

  

第６０試合 ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント －４０ｋｇ級 決勝 ２分×２Ｒ 首相撲３秒（延長

１Ｒ/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） 

◯鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス） × 鹿野 獅龍（チームバルボーザジャパン大垣） 判定

３ー０ 

  

第６１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）× ◯岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣）  ２Ｒ.ＴＫＯ 



  

第６２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） 

三木 鋭珍（ストライキングジムアレス） × ◯鈴木 蒼葉（ＵＮＤＥＲＧＵＲＥＤ ＳＰＯＲＴＳ） ２Ｒ.Ｔ

ＫＯ    

  

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） 

◯原田 恵理（チームバルボーザジャパン半田） ×吉田 敬子（ＹＡＢＡ－ＣＨＯ ＢＡＳＥ）  判定３

ー０  

  

第６４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） 

比企 那菜実（ストライキングジムアレス） × ◯大島 雪（ＴＳジム）  判定０ー２ 

  

第６５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） 

◯野田 沙季（スタンドジム）× 鈴木 あすみ（ＺＥＲＯ ＯＮＥ ＧＹＭ）  判定２ー０ 

  

第６６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） 

バンクス サラ カスリーン（ＮＥＸイチムエ）×  ◯江崎 夏未（ＹＡＢＡ－ＣＨＯ ＢＡＳＥ）  １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第６７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） 

◯坂本 梨香（ＢＥＬＬＷＯＯＤ ＧＹＭ） ×下園 千里（ＹＡＢＡ－ＣＨＯ ＢＡＳＥ）  判定２ー０ 

  

第６８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） 

◯赤羽 カヨ（チームバルボーザジャパン大垣）× 西田 司（ガムランナック） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

 

 

ＳＴＣ６２ ジュニア ＭＶＰ 

⚫︎佐藤 凛（クレイジーファイトクラブ） 

⚫︎岩井 なつみ（チームバルボーザジャパン大垣） 



⚫︎岡田 直己（キングムエ） 

⚫︎祖父江 澄海（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 

ＳＴＣ６２ レディース ＭＶＰ 

⚫︎江崎 夏未（ＹＡＢＡーＣＨＯ ＢＡＳＥ） 

 

 

ＳＴＣジュニアチャンピオンシップトーナメント２０１９ 

 

 

ー２５ｋｇ級 優勝 

⚫︎新美 龍我（チームバルボーザジャパン半田） 

 

 

ー３０ｋｇ級 優勝 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12477911169-14458731419.html


⚫︎橋口 泰賀（チームバルボーザジャパン半田） 

 

 

ー４０ｋｇ級 優勝 

⚫︎鈴木 瑠星（ストライキングジムアレス） 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12477911169-14458731436.html
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