
・リングＢ（８３試合） 試合結果 

 

 

 

グラップリングチャレンジ ６試合 

  

第１試合 ビギナー  アダルト  75kg以下級 ５分   

竹田 将大（禅道会） × ◯村田 大地（TIGER WING 愛西柔術） アームロック 

  

第２試合 ビギナー  シニア  75kg 以下級 ５分   

◯寺田 慎吾 （GSB豊橋） × 井沢 宏徳（志村道場） ポイント２ー０ 

  

第３試合 アドバンス  アダルト  69kg以下級 ６分   

◯橋本 健司（ALIVE） × 中村元樹（GSB豊橋） アームバー 

  

第４試合 アドバンス  シニア  75kg 以下級 ５分   

◯岩佐 裕志（スプラッシュ） × 安田 国治（守山柔術クラブ） ＲＮＣ 

  

第５試合 アドバンス  シニア  81kg 以下級 ５分   

柴田 益秀 （TIGER WING 愛西柔術） × ◯中竹 和樹（フリー） ヒールフック 

  

第６試合 エキスパート  シニア  63kg以下級 ５分   

◯内山 渉（イチケン柔術アカデミー豊橋）   × 小野 信（スプラッシュ） アームロック 

 

 

 

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３７ １２試合  

  

第７試合 63.2kg 以下級 レギュラー（3分×2R） ルール B   

◯原村 大輝（ISHITSUNA MMA GYM） ×  内山 渚（イチケン柔術アカデミー豊橋）  判定２ー０ 

  

第８試合 58.7kg 以下級 レギュラー（3分×2R） ルール A   

◯ユン・テスン（志村道場） × 東井 真咲朝（総合格闘技 阿修羅）  ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第９試合 63.2kg 以下級 レギュラー（3分×2R） ルール A   

竹味 遼（kussano team） × ◯岩本 龍典（禅道会 東海本部）  判定０ー３ 



  

第１０試合 63.2kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

橋上 壮馬（ZOOMER） × 野木 崇政（禅道会 駒ヶ根道場）  判定１ー２ 

  

第１１試合 63.2kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

吉田 陸（スプラッシュ） × ◯望月 風我（禅道会 東海本部）   判定０ー２ 

  

第１２試合 63.2kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

水野 裕亮（総合格闘技 阿修羅）  × ◯久保田 幸輝（バッファローMMA）    １Ｒ.トライアング

ルチョーク 

  

第１３試合 67.8kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

◯日比野 純也（ISHITSUNA MMA GYM）  × 小林 和貴（禅道会諏訪）  １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第１４試合 67.8kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

水谷 典文（総合格闘技 阿修羅） ×  ◯棚村 成征（禅道会 東海本部）   判定１ー２ 

  

第１５試合 67.8kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

△片山 喜貴（総合格闘技 阿修羅）  × △平田 想（GSB名古屋）  判定０ー１   

  

第１６試合 72.3kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

◯青谷 秋未（健明館）  × 倉本 拓也（志村道場）  判定２ー１  

  

第１７試合 72.3kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール A   

◯田口 功也（禅道会諏訪）  × 熊澤 和也（GROUND SLAM 守山）  １Ｒ.フロントチョーク 

  

第１８試合 63.2kg以下級 レギュラー（3 分×2R） ルール B   

◯加藤 竜平（ZOOMER） ×  原村 大輝（ISHITSUNA MMA GYM）  １Ｒ.ＴＫＯ 

 

 

 

サニーロールＢＪＪ ２試合 

  

第１９試合 白帯  マスター1  ライト級 ５分   

井沢 宏徳（志村道場） × ◯青木 政輝（獅王塾岡崎）  ポイント０ー７ 

  



第２０試合 青帯  マスター4  フェザー級 ５分   

木戸 雅浩（トラスト柔術アカデミー） × ◯安田 国治（守山柔術クラブ）  ポイント２ー４ ＡＤ０ー

１ 

 

 

 

サニーロールキッズ １８試合 

 

第２１試合 ピーウィー  白帯  ライトフェザー級  ３分 

◯難波 朔（スプラッシュ）  × 有賀 彩樹（MACS GYM）  ポイント２ー０ 

  

第２２試合 ピーウィー  白帯  ライト級  ３分  

野田 琥太郎（チームバルボーザジャパン） × ◯吉井 智規（MACS GYM） アームバー 

  

第２３試合 ピーウィー  白帯  ミドル級  ３分  

◯鎌倉 創匠（トラスト柔術アカデミー） × 鈴木 蓮（チームバルボーザジャパン） アームバー 

  

第２４試合 ピーウィー  白帯  ルースター級  ３分  

◯柴田 猛（パラエストラ岐阜）  × 長谷川 漣（トラスト柔術アカデミー） アームバー 

  

第２５試合 ピーウィー  白帯  ライトフェザー級 ３分   

◯宇野 叶人（スプラッシュ）  × 野田 昇子朗（チームバルボーザジャパン） ポイント２ー０ 

  

第２６試合 ジュニア  白帯  ルースター級  ４分 

片山 魁（GSB豊橋） × ◯長谷川 悠（トラスト柔術アカデミー） アームバー 

  

第２７試合 ジュニア  女子白帯  ライト級  ４分 

岩井 こゆき（チームバルボーザジャパン） × ◯伊藤 七星（GSB豊橋） アームバー 

  

第２８試合 ジュニア  女子灰帯  ミドル級  ４分 

伊藤 七星（ＧＳＢ豊橋） × ◯木部 こころ（スプラッシュ） ポイント０ー１４ 

  

第２９試合 ジュニア  灰・白帯混合 ライトフェザー級  ４分 

柴田 潤富（パラエストラ岐阜） × ◯鎌倉 晟匠（トラスト柔術アカデミー） アームバー 

  



第３０試合 ジュニア  灰・白帯混合  ミドル級  ４分 

◯MALIK MOHAMMED APPIAH（MACS GYM）×鹿野 獅琉（チームバルボーザジャパン）  アー

ムバー 

  

第３１試合 ジュニア  灰・白帯混合  ミドル級  ４分 

◯宇野 文人（スプラッシュ） × 武藤 海弘（チームバルボーザジャパン）  ポイント２ー０ 

  

第３３試合 ジュニア  黄・灰帯混合  フェザー級  ４分 

◯安西 勇太郎（Bonsai Jiu-Jitsu）×南 ルマニカ サイディ（MACS GYM） トライアングルチョーク 

  

第３４試合 ティーン  黄帯  ルースター級  ４分 

△岩間 大地（チームバルボーザジャパン）× △市川 湊太（スプラッシュ）  

  

第３５試合 ティーン  黄帯  ライトフェザー級  ４分 

◯久保 誠真（トラスト柔術アカデミー）×宇野 永人（スプラッシュ） アームバー 

  

第３６試合 ピーウィー  白帯  ライトフェザー級  ３分 

北野 歩（スプラッシュ） × ◯有賀 彩樹（MACS GYM） ポイント０ー０ ＡＤ０ー２ 

  

第３７試合 ピーウィー  灰・白帯混合  ライト級  ３分 

◯肥田野 一良（ネックススポーツ） × 吉井 智規（MACS GYM） カラーチョーク 

  

第３８試合 ピーウィー  灰・白帯混合  ミドル級  ３分 

◯MALIK SHERIFF ANSAH（MACS GYM）× 鈴木 蓮（チームバルボーザジャパン）   アームロッ

ク 

  

第３９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） 

△青山 嗣地（名古屋ＪＫファクトリー） × △長谷川祐也（ＧＳＢ豊橋） 判定１ー１ 

  

第４０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） 

大松 誠（キック塾） × ◯櫻井 優作（Ａ－ＢＬＡＺＥ キックジム） 判定０ー３ 

  



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）  

△奥田 通典（ＺＯＯＭＥＲ） × △鈴木 俊之（ストライキングジムアレス） 判定１ー０ 

  

第４２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） × 加藤 健太（ＴＥＡＭ ＺＥＲＯ ＯＮＥ ＧＹＭ） １Ｒ.ＫＯ 

  

第４３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） 

白石 健（キック塾） × ◯八重樫 希（ＹＡＢＡ－ＣＨＯＢＡＳＥ） 判定０ー２ 

  

第４４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） 

◯小瀬 朋成（キック塾） × 伊藤 槙吾（ＺＯＯＭＥＲ） 判定３ー０ 

  

第４５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） 

△小池 幹尚（アブレイズキックジム） × △奥田 悟司（ＺＯＯＭＥＲ） 判定０ー１ 

  

第４６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､１

４oz） 

石黒 凱（ＺＯＯＭＥＲ） × ◯尾藤 綱紀（ＹＡＢＡ－ＣＨＯＢＡＳＥ） 判定０ー３ 

  

第４７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）  

西木 椋一（ＺＯＯＭＥＲ)  × ◯田口 公啓（ライジング己道会） 判定０ー３ 

  

第４８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） 

小杉 拓也（スプラッシュ） × ◯中田 直人（志村道場）  １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第４９試合 ＳＴＣマスターズ バンタム級 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） 

三宅 康弘（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）  × 〇河合 政明（千武会） 判定３ー０ 

  



第５０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） 

有馬 昌博（チームバルボーザジャパン半田）× ◯山崎 賢二（ＵＮＤＥＲＧＵＲＥＤ ＳＰＯＲＴＳ） 

２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第５１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） 

嶋田 龍介（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）× ◯竹内 吉（チームバルボーザジャパン半田） 判定０ー３ 

  

第５２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） 

◯大久保 幸喜（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × 古賀 延仁（ＧＳＢパシフィック） 判定３ー０ 

  

第５３試合 ＳＴＣマスターズ ミドル級 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） 

川内 勇夫（ＴＥＡＭ ＺＥＲＯ ＯＮＥ ＧＹＭ）  × ◯朝倉 佑樹（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定０ー３ 

  

第５４試合 アマＳＢトーナメント －５５ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､

一般用レガース､１２oz） 

◯豊田 健児（ストライキングジムアレス） × 北川原 稜磨（ＧＳＢ名古屋） 判定３ー０ 

  

第５５試合 アマＳＢトーナメント －６０ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（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（ＢＥＬＬＷＯＯＤ ＧＹＭ） × 田中 佑樹（ＺＥＲＯ ＯＮＥ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第５６試合 アマＳＢトーナメント －６０ｋｇ級 １回戦 ３分×１Ｒ（延長２分１Ｒ､ＦＧ無しヘッドギア､

一般用レガース､１２oz） 

河野 太喜（ＧＳＢ名古屋） × ◯横田 凛太郎（ＢＥＬＬＷＯＯＤ ＧＹＭ） 判定１ー２ 

  

第５７試合 ＳＴＣ① ミニマム級 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､１

４oz） 

飛田 夢羽（アニマルハウス） × ◯大久保 峻（修徳会） 判定０ー２ 

  

第５８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）  

◯加賀谷 颯馬 （黄柳野高等学校） ×  片岡 斗貴耶（ＧＳＢ名古屋）  判定２ー０ 



  

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） 

羽塚 剛（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） × ◯石原 瑠偉（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  

第６０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）  

田坪 和洋（金子キックボクシングジム） × ◯柴田 将志（ＮＥＸイチムエ）１Ｒ.ＴＫＯ 

  

第６１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）  

川崎 瞬（ISHITSUNA MMA GYM） × ◯野田 省吾（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 判定０ー３ 

  

第６２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）  

ー安井 丈人（志村道場） × ー近藤 来樹（Ｋ-ｓｔｙｋｅ） ノーコンテスト 

  

第６３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） 

山田 亮（ＰＬＵＣＫ ＳＥＣＯＮＤ） × ◯山田 幸司（ＭＥＩＢＵＫＡＩ）  １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第６４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） 

今野 開里（クレイジーファイトクラブ）× ◯尾崎 佑馬（ストライキングジムアレス） 判定０ー３ 

  

第６５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）× 青木 政樹（ISHITSUNA MMA GYM）  １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第６６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） 

◯北原 拓弥（ＪＫ ＴＲＩＢＥ）×渡邉 淳男（ＴＥＡＭ ＺＥＲＯ ＯＮＥ ＧＹＭ） 判定３ー０ 

  

第６７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） 

ギノザ ケビン（スプラッシュ） × ◯勢喜 大雅（ＭＡＣＳ ＧＹＭ） 判定０ー３ 



  

第６８試合 ＳＴＣ① －８２kg 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） 

△山田 崇史（ＹＡＢＡ－ＣＨＯ ＢＡＳＥ）× △田中 宗宏（ＪＫ ＴＲＩＢＥ） 判定０ー１ 

  

第６９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） 

◯櫻井 優作（Ａ－ＢＬＡＺＥ キックジム） × 佐藤 克（黄柳野高等学校） ２Ｒ.ＴＫＯ 

  

第７０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） 

△辻 昌樹（ＭＥＩＢＵＫＡＩ） × △山本 武史（ＰＬＵＣＫ ＳＥＣＯＮＤ） 判定１ー０ 

  

第７１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､１

４oz） 

大野 利洋（ＴＳジム） × ◯小山 哲央（ＹＡＢＡ－ＣＨＯＢＡＳＥ） １Ｒ.ＴＫＯ 

  

第７２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､１

４oz） 

◯大岩 竜世（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） × 山城 勇希（キングムエ） 判定３ー０ 

  

第７３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､１

４oz） 

◯斎藤 大輝（ＫＡＮＡＬＯＡ-ＧＹＭ） × 塚原 良和（ＮＥＸイチムエ） 判定２ー０ 

  

第７４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､１

４oz） 

笹井 貴之（キングムエ） × ◯太田 凪（ＩＳＨＩＴＳＵＮＡ ＭＭＡ ＧＹＭ） 判定０ー３ 

  

第７５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） 

△中武 良基（チームバルボーザジャパン半田）×△牛呂 朋之（ＹＡＢＡ－ＣＨＯ ＢＡＳＥ） 判定０

ー０ 

  



第７６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） × △野田 淳平（ＴＳジム） 判定０ー０ 

  

第７７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） 

△キムラ ブルーノ ダイゴロウ（ＴＳジム）× △岩久 正成（マーシャルアーツクラブ中津川）  判

定０ー０ 

  

第７８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） 

△山田 亮（ＰＬＵＣＫ ＳＥＣＯＮＤ） × △久保 顕介（マーシャルアーツクラブ中津川）  判定０ー

１ 

  

第７９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） 

金子 徹哉（ＢＥＬＬＷＯＯＤ ＧＹＭ） × ◯川合サンディ（キングムエ） 判定０ー２ 

  

第８０試合 コンテンダーズルール 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） 

◯水本 伸（ＹＡＢＡ－ＣＨＯＢＡＳＥ） × 近藤 聡（キングムエ） 判定２ー０ 

  

第８１試合 ＳＴＣマスターズトーナメント －７６ｋｇ級 決勝 １分３０秒×２Ｒ 首相撲ナシ（延長１

Ｒ/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）  

◯野田 明彦（ＮＥＸ小牧）×ビスカース ダイニス（ISHITSUNA MMA GYM） 判定３ー０ 

  

第８２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） 

和田 青空（ＧＳＢ名古屋） × ◯豊田 健児（ストライキングジムアレス） 

  

第８３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） 

◯豊田 優輝（BELLWOOD GYM） × 横田 凛太郎（BELLWOOD GYM） 不戦勝 

 

 



 

 

グラップリングチャレンジ ＭＶＰ 

⚫︎橋本 健司（ＡＬＩＶＥ） 

 

 

アマチュアＤＥＥＰ公武堂ファイト３７ ＭＶＰ 

⚫︎ユン・テスン（志村道場） 

 

サニーロールＢＪＪ ＭＶＰ 

⚫︎青木 政輝(獅王塾岡崎) 

 

 

サニーロールキッズ ＭＶＰ 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12478101070-14459353534.html


⚫︎伊藤 七星(GSB豊橋) 

 

 

ＳＴＣ６２ 一般 ＭＶＰ 

⚫︎中田 直人（志村道場） 

 

 

ＳＴＣチャンピオンシップトーナメント２０１９ 

マスターズ ー７６ｋｇ級 優勝 

⚫︎野田 明彦（ＮＥＸ小牧） 

 

 

アマチュアＳＢトーナメント「セントラル２５」 

ー５５ｋｇ級 優勝 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12478101070-14459353549.html


⚫︎豊田 健児（ストライキングジムアレス） 

 

 

ー６０ｋｇ級優勝 

⚫︎豊田 優輝（BELLWOOD GYM） 

https://ameblo.jp/striking-c/image-12478101070-14459353569.html
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