
 アマチュア DEEP全 16試合 

  

第 2部結果 

  

第 1試合 ～バンタム級 STC1～  ２R  TKO １：２９ 城殿 涼太 

城殿 涼太（スプラッシュ）VS 野中 康辰（KANALOA-GYM） 

  

第 2試合 ～フェザー級 STC１～  １R TKO １：２６ 畠山 武海 

畠山 武海（ＧＳＢ ＯＳＵ ＭＡＣＳ）VS  西嶋 珀（JAWS WEST） 

  

第 3試合 ～フェザー級 STC１～ ２R TKO １：０１ 山口 暁久 

鎌田 純平（BELLWOOD GYM）VS 山口 暁久（MEIBUKAI） 

  

第 4試合 ～ライト級 STC１～  ０－３ 久家 大季 

石川 貴大（ＧＳＢ名古屋） VS  久家 大季（JK TRIBE） 

  

第 5試合 ～ライト級 STC１～  ２R TKO １：５０ 熊谷 輝彦 

宮本 優哉（KANALOA-GYM）VS 熊谷 輝彦（BELLWOOD GYM） 

  

第 6試合 ～ミドル級 STC１～ ０－３ 平山 ヒリオンジェラ 

後藤 一斗（ZOOMER）VS 平山 ヒリオンジェラ（JK TRIBE） 

  

第 7試合 ～ライトヘビー級 STC１～ ０－２ 西田 吉考 

真野 亜三瑠（NEXイチムエ） VS  西田 吉考（JK TRIBE） 

  

第 8試合 ～ヘビー級 STC１～ ３－０ ハシモト ブライドン 

ハシモト ブライドン（JAWS WEST）VS 清水 崇郎（BELLWOOD GYM） 

  

第 9試合 ～ウエルター級 STC２～ １－１ ドロー 

二村 祥平（ＰＬＵＣＫ ２ＮＤ）VS 井藤勇斗（NEXICHIMUAY） 

  

第 10試合 ～バンタム級 STC２～ １R TKO ２：００ 竹野 展生 

大坪 丈二（志村道場）VS 竹野 展生（風吹ジム） 

  

第 11試合 ～バンタム級 STC２～  ０－３ 福井 由也 

村田 浩（ZOOMER） VS 福井 由也（サムライジム） 



  

  

第 12試合 マスターズルール  ０－３ 鈴木 隆三 

中津 祐司（Team BELE with KASUGAI）VS 鈴木 隆三（スプラッシュ） 

  

第１3試合 ～ライト級 マスターズルール～ ３－０ 佐山 順和 

佐山 順和（Team BELE with KASUGAI）VS 田中 資郎（矢場町 BASE） 

60-65㎏マスターズリーグに変更 

  

第 14試合 ～バンタム級 STC２～ ０－３ 小山 哲央 

北川原 稜磨（ＧＳＢ名古屋）VS 小山 哲央（矢場町 BASE） 

  

第 15試合 ～フェザー級 STC２～ ０－３ 青山 虎之介 

石黒 凱（ZOOMER）VS 青山 虎之介（BELLWOOD GYM） 

  

第 16試合 ～フェザー級 STC２～ ２－１ 稲垣 健之 

稲垣 健之（JK TRIBE）VS 松原 怜央（ISHITSUNA MMA） 

  

第 17試合 ～ライト級 STC１～ 

熊谷 輝彦（BELLWOOD GYM）VS 石島 大介（ZOOMER） 石島選手けがによる欠場 

  

第 18試合 ～ミドル級 STC１～ 

只野 ペトロ（ISHITSUNA MMA） 只野欠場のため 後藤 一斗（ZOOMER）※2試合 

  

第 19試合 ～ライト級 STC２～ 

勢喜大雅  （GSBＯＳＵ ＭＡＣＳ）VS  菊池 翔也（ＰＬＵＣＫ ２ＮＤ） 

  

第 20試合 ～ライト級 STC２～ 

近藤 大晟（BELLWOOD GYM）VS 小林 朋也（GROUNDSLAM守山） 

  

第 20試合 ～ライト級 STC２～ １R KO １：１５ 近藤 大晟 

近藤 大晟（BELLWOOD GYM）VS菊池 翔也（ＰＬＵＣＫ ２ＮＤ） 

  

第 21試合 ～ライト級 STC２～ ０－３ 石川 瑛人 

邦本 李基（マーシャルアーツクラブ中津川）VS 石川 瑛人（B9 gym HANDA） 

  



第 22試合 ～ライト級 マスターズリーグ～ １－２ 田中 資郎 

平田 直樹（JK TRIBE）VS 田中 資郎（矢場町 BASE） 

  

第 23試合 ～ライトヘビー級 STC２～ ２－１ 安藤 達紀 

安藤 達紀（ＧＳＢ多治見）VS  村井 洋和（サムライジム） 

  

第 24試合 ～フェザー級 コンテンダーズルール ヘッドガードなし 

２R KO ０：３９ 松井 大樹 

片桐 滉晴（BELLWOOD GYM）VS 松井 大樹（MEIBUKAI） 

  

第 25試合 ～ウエルター級 コンテンダ-ルール ヘッドガードなし  

３－０ 井藤 勇斗 

 井藤 勇斗（NEXイチムエ） VS  須加尾 琉斗（MEIBUKAI） 

 


