
計量9：30～試合開始10：30～11：00
※会場設営が整い次第開始いたしま

す。

Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ババ　アイキ カタオカ　ライト

馬場　藍希 片岡　雷斗

コミネ　ヒヨシ カタオカ　トム

小峯　久佳 片岡　叶夢

ワタナベ　コトラ タカハシ　キリョウ

渡辺　湖虎 高橋　稀涼

ウカイ　カエデ スギヤマ　ルイ

☆鵜飼　楓 杉山　塁仁

トコロ　ジント ウメモト　ライゼ

☆所　仁翔 梅本　羅司

コムラ　ミツキ ホシノ　カエデ

小村　光希 星野　楓

コイズミ　イッセイ ウメモト　ヒュウガ

☆小泉　一成 梅本　彪司

ナスカワ　リリ イデ　ユウキ

那須川　梨々 井出　勇希

シライシ　シュン イイムラ　チカイ

白石　舜 ☆飯村　誓
Bigbang  アマチュア女子 ワンマッチ　1分30秒2R

テルイ　マナミ オダ　ユカリ

☆照井　愛未 小田　悠加里
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

クロサワ　ハルキ ヨシダ　リンタロウ

☆黒沢　遥輝 吉田　凛汰朗

ナカツカ　タクミ ムコウダ　カズノリ

中塚　巧 向田　和憲

タノクラ　ショウ フクダ　マサキ

田野倉　翔 福田　勝紀

ナカザワ　リョウスケ ヤマグチ　ミチタカ

☆中澤　良介 山口　道崇

ワタナベ　トモヒサ タグチ　ヨシヒト

☆渡邉　知久 田口　善仁
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

コバヤシ　アイジ ヘン　ナルミ

小林　亜維二 辺　成玉

オカヤス　リン ヤマモト　サクト

岡安　倫 山本　咲人

ウエノ　ジュキア ヒグチ　ハヤト

上野　樹希空 樋口　隼人

コウサカ　アヤト イシワタ　ユウマ

高坂　文都 石渡　悠真

ウラタ　タクマ ウチダ　ヨウスケ

浦田　拓真 内田　耀介
Bigbang  アマチュア女子 ワンマッチ　1分30秒2R

エンドウ　リナ ホシ　ユカ

遠藤　里菜 星　由香

オクワキ　ナナ アサダ　メグミ

奥脇　奈々 浅田　愛
Bigbang アマチュア タイトルマッチ　1分30秒3R

トコロ　フウガ ソガ　コウシ

所　風雅 曽我　昂史

イシワタ　タクム タナカ　コウセイ

石渡　拓舞 田中　恒星

ヨシナリ　シモン ニシカワ　ケイゴ

吉成　士門 西川　景吾

ノダ　ショウタ マスダ　シン

野田　翔太 増田　心

イワオ　ショウ カツラ　エイジ

岩尾　翔 桂　英慈

オオムラ　ナオキ ナカノ　ショウゴ

大村　修輝 中野　翔伍

サワグチ　コウタ スズキ　タイソン

沢口　康太 ☆鈴木　太尊

タマル　トキ ハツダ　シンノスケ

田丸　辰 初田　慎之介

☆は二試合出場する選手 ※進行状況により休憩をはさむ場合があります
※都合により変更する場合があります

第8試合 (TEAM TEPPEN) 1分30秒
2R

(韓道場）　

第6試合 （飯島ジム) 1分30秒
2R

（LEGEND GYM）

第29試合 (POD)
１分30秒3R

Bigbang45Kg級
決定戦

(谷山ジム小田原道場)

(谷山ジム小田原道場)

第22試合

１分30秒
2R

第7試合 (谷山ジム小田原道場) 1分30秒
2R

(はまっこムエタイジム）

（チェーティンムエタイジム）

第17試合
１分30秒

2R

第30試合 (平井道場)
１分30秒3R

Bigbang50Kg級
防衛戦

(LEGEND GYM)

(フリー) １分30秒
2R

第28試合 (POD)
１分30秒3R

Bigbang40Kg級
決定戦

(エイワスポーツ)

第26試合 (TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang34Kg級
防衛戦

(LEGEND GYM)

第27試合 (POD)
１分30秒3R

Bigbang37Kg級
決定戦

（WSR池袋）

(龍拳會)

第21試合

(T-KIX)（飯島ジム)

第18試合 （飯島ジム) １分30秒
2R

(創拳ジム)

(谷山ジム)

第15試合 (Bombo Freely） 1分30秒
2R

(G-1)

第11試合 (TRY HARD）　 1分30秒
2R

(VERTEX）　

第14試合 (TRY HARD）　 1分30秒
2R

(鍛錬会)

第19試合

第3試合 (T-KIX) 1分30秒
2R

（PAL-GYM)

第5試合 （Refre'K) 1分30秒
2R

(はまっこムエタイジム）

第9試合 (TEAM TEPPEN) 1分30秒
2R

(ZERO)
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第1試合 （ＷＳＲ池袋） １分30秒
2R

（フラットアップ）

第4試合 (T-KIX) 1分30秒
2R

(ZERO)

第2試合 (韓道場）　 １分30秒
2R

（フラットアップ）

第10試合 (ZERO)1分30秒
2R

第16試合 (新興ムエタイ) １分30秒
2R

(鍛錬会)

第12試合

第13試合

(相模原Sジム)

(G-1)

1分30秒
2R

1分30秒
2R

(VERTEX）　

(VERTEX）　

(新興ムエタイ)

(はまっこムエタイジム） (REBORN 経堂)１分30秒
2R

第20試合 (谷山ジム) １分30秒
2R

第25試合 （チェーティンムエタイジム）
１分30秒3R

Bigbang31Kg級
決定戦

(LEGEND GYM)

第23試合 （Refre'K)
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
防衛戦

(鍛錬会)

第24試合 （チェーティンムエタイジム）
１分30秒3R

Bigbang28Kg級
決定戦

(LEGEND GYM)



計量9：30～試合開始10:30～11:00
※会場設営が整い次第開始いたしま
す。

Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ムラオカ　マサル マツナガ　ミック

村岡　将 松永　未来

イシカワ　トモカズ エラ　リツキ

石川　智一 恵良　立樹

ヤゴ　タカヒト カツノ　マサヤ

矢後　貴仁 勝野　雅也

ササキ　ミツキ ガナハ　ユウタロウ

佐々木　光輝 我那覇　勇太郎

クデガワ　ミユウ アオキ　ユウキ

久出川　弥雄 青木　悠綺

サトウ　ヨシヒロ オカザキ　ユウヤ

佐藤　凱大 岡崎　雄也

イシカワ　カツミ マエダ　タクミ

石川　カツミ 前田　拓巳

ハラヤマ　マサヤ シゲタ　カズヤ

原山　正也 重田　和也

ワダ　リュウタ カトウ　リュウタ

和田　竜太 加藤　竜太
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ウカイ　カエデ フクハラ　ヒロクニ

☆鵜飼　楓 福原　宏國

トコロ　ジント セキネ　ユウマ

☆所　仁翔 関根　裕真

コイズミ　イッセイ ナカムラ　コウメイ

☆小泉　一成 中村　功明

スズキ　タイソン オクワキ　リュウヤ

☆鈴木　太尊 奥脇　竜哉

イイムラ　チカイ ナカイ　フウマ

☆飯村　誓 中井　楓馬
Bigbang  アマチュア女子 ワンマッチ　1分30秒2R

テルイ　マナミ タマル　アカネ

☆照井　愛未 田丸　茜
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

クロサワ　ハルキ ナオイ　リョウ

☆黒沢　遥輝 直井　陵

ナカザワ　リョウスケ タカギ　タツヤ

☆中澤　良介 高木　達也

ワタナベ　トモヒサ サルタ　タケシ

☆渡邉　知久 猿田　武

☆は二試合出場する選手 ※進行状況により休憩をはさむ場合があります

※都合により変更する場合があります

(TEAM TEPPEN)

(T-KIX)

(東京北星ジム）

(COOL CHAMP CLUB)

(真樹ジムAICHI）　

(東京北星ジム）

(韓道場）　

(COOL CHAMP CLUB)

(はまっこムエタイジム）

(はまっこムエタイジム）

(G-1)

(谷山ジム小田原道場) 1分30秒
2R

1分30秒
2R

1分30秒
2R

第43試合

第44試合 (ZERO)

第45試合 (谷山ジム)

第39試合
1分30秒

2R
(VERTEX）　

第42試合 (谷山ジム小田原道場) 1分30秒
2R

第40試合

第41試合

(T-KIX)

（Refre'K)

1分30秒
2R

1分30秒
2R

第46試合 (TRY HARD）　

第47試合 (TRY HARD）　
1分30秒

2R

1分30秒
2R

(はまっこムエタイジム）

(VERTEX）　

(VERTEX）　第48試合 (Bombo Freely） 1分30秒
2R

第30回　Bigbangアマチュアワンマッチ　アマチュアタイトルマッチ
（ディファ有明）2015年9月6日(日)

赤 青

第31試合 (谷山ジム)
１分30秒

2R
(相模原Sジム)

第38試合 (ZERO)
１分30秒

2R

１分30秒
2R

第37試合
１分30秒

2R

第35試合 (REBORN 経堂)
１分30秒

2R

第36試合 (東京北星ジム） １分30秒
2R

(TRY HARD）　 １分30秒
2R

(CARENES）

第33試合

第32試合 (VERTEX）　 １分30秒
2R

(G-1)

第34試合 (VERTEX）　

(谷山ジム)

(COOL CHAMP CLUB)


