STC チャンピオンシップトーナメント 2019 エントリーリスト
Jr 35 ㎏級（1 ㎏超過 OK） 7 名トーナメント 当日抽選で決定
○小橋武智代 コバシタケチヨ（WOLVES SQUAD） 富山県
○青山 銀路 アオヤマギンジ（Bellwood fight team）豊橋市
○村田 和煌 ムラタ カズキ（B9GYM HANDA） 半田市
○大久保 祐 オオクボタスク（修徳会）

豊橋市

○北村 蓮斗 キタムラレント（立志会）

刈谷市

○根木 哲也 ネギ テツヤ （forest+）
○鈴木 颯

豊橋市

スズキ ソウ （ストライキングジムアレス）豊橋市

Jr45 ㎏級（1 超過 OK）

当日抽選で決定

○岡田 直己 オカダ ナオキ（キングムエ）
○北嶋 尽

名古屋市

キタジマ ジン（スタンドジム） 岐阜県

○堀 摩那斗 ホリ

マナト（BFASEED）

三重県

Jr55 ㎏級（超過なし） 当日抽選で決定
○岩本 連

イワモト レン（修徳会）

豊橋市

○野畑 歩希 ノハタ アユキ（風吹ジム）

春日井市 ※未定

○大堀 在音 オオホリ アルト（watanabegym）岐阜県笠松
女子-48kg 級
○竹野 心唯 タケノ ココロ（風吹ジム）

春日井市

○藤城 美緒 フジキ ミオ （WOLVES SQUAD）富山県
○原田 恵里 ハラダ エリ （B9GYM HANDA）半田市
○江崎 夏未 エザキ ナツミ（YABA-CHO BASE）名古屋市
マスターズ（40 歳以上）60 ㎏-65 ㎏級
○山崎 賢二 ヤマザキ ケンジ 46 歳

当日抽選で決定
（アンダーガードスポーツ）田原市

○小笠原隆夫 オガサワラタカオ 41 歳（HIGHMOUNT）
○柴田 亘

シバタ

○竹内 吉

タケウチ ヨシ

岐阜県

ワタル 40 歳（西田キックボクシングジム）名古屋市
41 歳（B9GYM HANDA）半田市

○谷川 昌己 タニガワ マサキ 46 歳（レイドバック） あま市

ストライキングチャレンジ 64 対戦カード
12.8（日）公武堂 MACS
階級

氏名

所属

年齢

カテゴリー／

○STC jr
13 塚本結人

風吹ジム 19kg/8

1-2 山中

山中煌貴

K-STYLE 22ｋｇ/10

14 松田海奈斗 グラップリングシュートボクサーズ名古屋 0-2 友田
15 平野裕典（修徳会） 3-0 平野
16 安楽 大雅 K-STYLE

友田蒼葉

K-STYLE

南大貴 （キングムエ）

0-1 ドロ-

早河優空

（拳王道）

17 八木蓮斗（k-style） 0-2 佐藤 佐藤 凛 クレイジーファイトクラブ
20 岩附大翔（風吹ジム）

2RTKO 河原 河原蒼介（B9GYMHANDA）

21 山中唯愛（K-Style）24kg /7 0-3 望月

望月ひなの（カナロアジム）23kg/7

22 平山来愛（ネックスイチムエ）3-0 平山

佐々木大空（修徳会）

23 村井紫音（カナロアジム）0-3 斎藤.

斎藤旭飛（カナロアジム）

24 好木統誠（ネックスイチムエ）3-0 好木

水野夢々（カナロアジム）

25 正岡元治（BELLWOODGYM） 0-1 ドロー
26 太田陽己（ZOOMER） 2RKO 新美

森田恭弥（西田キックボクシングジム）

新美豪毅（B9GYM HANDA）

27 大上紘平（西田キックボクシングジム）1RKO 新美 新美龍我（B9GYMHANDA）
28 岩附琉翔（風吹ジム）

2RTKO 小橋

29 河村英明 （JK ファクトリー）3-0 河村
30 酒井英新（K-Style）
31 片山 魁 forest+

3-0 酒井

小橋京太郎（ウルブズスクワッド）
乾
石川

琉基亜（B9GYMHANDA）26.5kg/10
潤（修徳会）

3-0 吉武 吉武大空 立志会

32 榊原 丈繕 キック塾 2-0 榊原 黒部 彪斗

forest+

33 佐々木穂華 修徳会

圭蔵 西田キックボクシングジム

2-1 佐々木 小牟田

34 六分一春虎 西田キックボクシングジム 0-3 徳永 徳永侑里
35 鴫原新 forest+
36 榊原 凛 キック塾

0-2 平野 平野功樹

カナロアジム

修徳会

0-3 大堀 大堀凛音 ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ

37 渡辺好誠 ＪＫＴＲＩＢＥ ドロー 馬場汐音 ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ
38 望月心暖 カナロアジム ドロー 吉田正宗 ネックスイチムエ
39 斎藤航樹 立志会 ドロー

田中考汰

ZOOMER

40 杉林瞳吏 forest+ 3-0 杉林 大上絋平 西田キックボクシングジム
41 大久保颯

修徳会

ドロー

平田稜力

forest+

42 アマ SB セントラル 60 ㎏決勝ワンマッチ
田中祐樹

ZEROONEGYM

3-0 田中

河野大喜

GSB 名古屋

43 北村一真 龍生塾 TOKAI 渡邉 渡邉亜央斗 ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ
44 西村絆

キングムエ

45 今川虎羽冴

西村

岩本蘭

BELLWOODGYM 今川 榊原瑠理

修徳会
キック塾

46 蔵元正悟 西田キックボクシングジム 小黒 小黒 剣政 ネックスイチムエ
47 酒井暖

立志会

酒井

森田藍虎

西田キックボクシングジム

48 馬場心羚 ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ ドロー 中西優

裕心会

49 桐山凌弥 B9GymNAGOYA

桐山

北村春樹

龍生会 TOKAI

50 岩間大地 B9GymNAGOYA

岩間

塚本優晴

風吹ジム

51 武藤海弘 B9GymNAGOYA

秋田

秋田巴琉

キングムエ

52 神谷有香 キック塾

ドロー

北村彩華 龍生塾 TOKAI

53 比企 那菜実 ストライキングジムアレス 比企 加藤 春菜

NOS

54 高倉 滋 MCN

大河内

55 渡邉 翔 HIGHMOUN

大河内銀次郎

ZEROONEGYM

ドロー 真野亜三瑠 NEX イチムエ

56 小笠原隆夫 HIGHMOUNT ３-0 小笠原
57 山崎 賢二

３-0 山崎

アンダーガードスポーツ

58 竹野 心唯 風吹ジム

谷川 昌己 レイドバック

藤城

柴田 亘 西田キックボクシングジム

藤城 美緒 WOLVES SQUAD

59 原田 恵里 B9GYM HANDA

江崎 江崎

60 岩井なつみ B9GymOGAKI 岩井 堀 琉榎
61 吉戸煌月 K-STYLE

夏未 YABA-CHO BASE
BFASEED

北川 北川優心 西田キックボクシングジム

62 鹿野獅琉 B9GymOGAKI

ドロー 秋田巴菜 キングムエ

63 赤尾光輝 B9GymOGAKI ドロー 磯部天翔 グラップリングシュートボクサーズ名古屋
64 長谷川煌 カナロアジム
65 山下凱誠 風吹ジム

ドロー 大久保峻 修徳会

ドロー 渡邉亜央斗 ＷＡＴＡＮＡＢＥＧＹＭ

66 プラザジョンハーペイ ＣＩＫＩジム
67 谷 元輝

HIGHMOUNT

68 難波虹太 MCN

谷

ドロー

近藤聡 キングムエ

倉地 秀亮 SHIOS

0―2 大谷 大谷尚吾 龍生塾 TOKAI

69 宮野智也 B9GYMNAGOYA
70 加藤寿騎 カナロアジム

宮野

0―3 ケビン

71 渡邉 翔 HIGHMOUNT ドロー

塚本純矢 スプラッシュ
ケビンクニオ

スプラッシュ

森本 圭 ZOOMER

72 比企 那菜実 ストライキングジムアレス 0―3 石坂 石坂 佳珠
73 石本 かこ

BELLWOODGYM 0―3 加藤

74 小笠原隆夫 HIGHMOUNT 0―2 山崎

加藤 春菜

山崎 賢二

ウルブズスクワッド
NOS

アンダーガードスポーツ

75 藤城 美緒 WOLVES SQUAD ２ＲＫＯ藤城
76 戸高 和志 カナロアジム

ドロー

77 布施歩陸 レイドバック
78 曽根義雅 GSB 多治見
79 水谷瑞基 K-Style
80 長田 圭司

加藤 弘年 GSB 多治見

布施

羽塚 剛 JKTRIBE

２ＲＴＫＯ大岩
濱田

キック塾

江崎 夏未 YABA-CHO BASE

大岩竜世 カナロアジム

濱田広志

YABA-CHOBASE

2ＲＴＫＯ本多

本多 勝之祐

81 二瀬 友雅 グラップリングシュートボクサーズ名古屋
82 小原裕史

BELLWOODGYM

83 斉藤元樹 立志会

加藤 加藤 景哉

カナロアジム

小原 北河 正洋 グラップリングシュートボクサーズ名古屋

ドロー

84 北原拓弥 JKTRIBE

YABA-CHO BASE

磯部由哉

3ー0 林

西田キックボクシングジム

林正成

ブルズアイファイテイングクラブ

85 高橋倫拓 ブルズアイファイテイングクラブ 3ー0 高橋 戸田雄大 グラプリングシュートボクサーズ名
古屋
86 辻 陸

レイドバック １ＲＴＫＯ辻 マルテイネスブライアン MACSGYM

87 石川 瑛人 B9GYMHANDA
88 桝本 葵

レイドバック

89 平尾 翔 forest+
90 伊藤 慎吾

石川

林優之介

カナロアジム

小久保 小久保 翔大 RUMM

南出 南出明宏 JKTRIBE
ZOOMER

91 布施歩陸 レイドバック

徳山
布施

92 安藤隆史 YABA-CHO BASE
93 浅野 一 JKJTRIBE
94 池末 健 JKTRIBE
95 遠藤大輝 カナロアジム

村田
池末

徳山 健二

B9GymNAGOYA

磯村隆将 GSB 名古屋
安藤
村田 浩
柴田将志

桑原直道 クレージーファイトクラブ
ZOOMER)
ネックスイチムエ

ドロー 石黒凱 ＺＯＯＭＥＲ

96 木戸七夕

風吹ジム

木戸

木村ブルーノ大五郎 ＴＳジム

97 高崎佳之朗 風吹ジム

八木

八木凌汰

98 野田淳平

TS ジム

石島

石島大介

99 服部智哉

西田キックボクシングジム

グラプリングシュートボクサーズ多治見

服部

ZOOMER
牛呂朋之

YABA-CHOBASE

