
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。

クラス

Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

クニオカ　ヒナ

☆國岡　陽菜 小口　颯太郎

ウラタ　タクマ タカハシ　カイレン

☆浦田　拓真 高橋　海蓮

タイラ　ケンセイ サクライ　ヒロア

☆平等　健成 櫻井　大愛

ヤマグチ　トキマサ オクダイラ　ショウタ

☆山口　鋭正 奥平　翔太
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

テラヤマ　ヒナタ エンドウ　リナ

☆寺山　日葵 遠藤　里菜
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R 　

ヤマグチ　ミチタカ ササキ　ミツキ

☆山口　道崇 佐々木　光輝

タマル　トキ イイジマ　セイヤ

☆田丸　辰 飯島　靖也

ハイリ ハヤカワ　コウタロウ

☆覇威里 早川　浩太郎
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

タケナカ　ユウシ アマノ　ショウマ

竹中　悠獅 天野　翔馬

トコロ　フウガ シミズ　リュウセイ

所　風雅 清水　流星

クニオカ　ショウタ カトウ　カイセイ

國岡　奨大 加藤　海聖

マツモト　リアム キノシタ　ヒデヨシ

松本　吏亜夢 木下　秀吉

ミトモ　ルイガ ノザキ　タイジュ

三友　琉雅 野崎　大珠

コウサカ　アヤト カツラ　エイジ

高坂　文都 桂　英慈

イイムラ　チカイ ナカムラ　コウメイ

飯村　誓 中村　功明

ミトモ　オウガ ソナン　ユウナ

三友　凰雅 楚南　優菜

☆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16試合 （鍛錬会） 1分30秒
2R

（烈拳會） 45kg

第15試合 （ZERO) 1分30秒
2R

(TEAM TEPPEN) 50-45

第14試合 （フリー）
1分30秒

2R
(WSR池袋) 40kg

34-31

第13試合 （鍛錬会） 1分30秒
2R

（平井道場) 37kg

（東京北星） 1分30秒
2R

（バトルフィールド)

第10試合

第12試合 （ZERO) 1分30秒
2R

（烈拳會）

（北流会君津） 28kg

第11試合 （鍛錬会）
1分30秒

2R
（新興ムエタイ) 31kg

28kg

40kg

34kg

第9試合 （鍛錬会）
1分30秒

2R
（相模原Sジム） 25kg

（鍛錬会） （平井道場)
1分30秒

2R
第4試合

第5試合

第8試合

(TEAM TEPPEN) 1分30秒
2R

第3試合 （鍛錬会）

第33回　Bigbangアマチュアワンマッチ　アマチュアタイトルマッチ
（東京大森ゴールドジム）2016年4月3日(日)

赤 青

第1試合 （鍛錬会） １分30秒
2R

（ZERO)

（ZERO)

第2試合 （谷山ジム） １分30秒
2R

（Refre'K)

1分30秒
2R

50kg

51kg

1分30秒
2R

（Refre'K)

第6試合

第7試合

1分30秒
2R

1分30秒
2R

（鍛錬会）

（平井道場）

（ＶＥＲＴＥＸ） 55kg

55kg（烈拳會）

（谷山ジム小田原）

75-80



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。

クラス

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

オノセ　セイヤ ソガ　コウシ

小野瀬　聖也 曽我　昴史

スギヤマ　ソラ ヤスノ　リュウシン

杉山　空 安野　龍信

サイトウ　テッタ コバヤシ　アイジ

斎藤　徹太 小林　亜維二

テラヤマ　リョウガ タニツ　アキユキ

寺山　遼牙 谷津　陽之

ノダ　ショウタ トコロ　ジント

野田　翔太 所　仁翔

オオタ　イッコウ スズキ　タイソン

大田　一航 鈴木　太尊
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

クニオカ　ヒナ サクライ　マナト

☆國岡　陽菜 櫻井　愛士

ウラタ　タクマ スギヤマ　ルイ

☆浦田　拓真 杉山　塁仁

タイラ　ケンセイ マエダ　イオリ

☆平等　健成 前田　伊織

ヤマグチ　トキマサ シライシ　シュン

☆山口　鋭正 白石　舜
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

テラヤマ　ヒナタ オオキ　セイナ

☆寺山　日葵 大木　聖愛

フジモト　カズミ イイリ　カナ

藤本　和美 飯利　香奈
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R 　

ハイリ スギヤマ　イッキ

☆覇威里 杉山　一樹

タテノ　シュンスケ クロサワ　ハルキ

舘野　隼佑 黒沢　遥輝

ヨシダ　リンタロウ サイトウ　ヒデオ

吉田　凛汰郎 斎藤　英雄

イノウエ　ナオキ オサダ　ユウセイ

井上　直樹 長田　悠生

ウチダ　トウタ シセキ　ユウスケ

内田　透太 始関　悠介

ウエノ　ダイチ カツノ　マサヤ

上野　大地 勝野　雅也

タマル　トキ ヤマグチ　ミチタカ

☆田丸　辰 ☆山口　道崇

☆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

50kg

（新興ムエタイ） 31kg

第20試合 (TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang34Kg級
決定戦

（新興ムエタイ） 34kg

第21試合 (TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang37Kg級
決定戦

（Refre'K) 37kg

第19試合 （北流会君津）
１分30秒3R

Bigbang31Kg級
決定戦

第35試合 （平井道場） １分30秒
2R

（鍛錬会） 55kg

第34試合 （ＶＥＲＴＥＸ） １分30秒
2R

（Ｔ-ＫＩＸ） 60kg

第33試合 （チーム　ダイヤモンド）
１分30秒

2R
（バトルフィールド） 72kg

第33回　Bigbangアマチュアワンマッチ　アマチュアタイトルマッチ
（東京大森ゴールドジム）2016年4月3日(日)

赤 青

第28試合 （バトルフィールド） １分30秒
2R

１分30秒
2R

第27試合
１分30秒

2R

第25試合 （鍛錬会） １分30秒
2R

第26試合 （鍛錬会）

（ZERO)

（ZERO)

55kg

第29試合 （東京北星） １分30秒
2R

（バトルフィールド） 75-80

第32試合 （ＶＥＲＴＥＸ）
１分30秒

2R
65kg

28kg

34kg

51-45

40kg

（北流会君津） 60-65

50kg

（ＨＥＡＴ）

45kg

第30試合 （ＶＥＲＴＥＸ） １分30秒
2R

（烈拳會）

第31試合
１分30秒

2R
（ＶＥＲＴＥＸ）

第17試合
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
決定戦

（鍛錬会）

（トライハード）

第24試合

(TEAM TEPPEN)

（相模原Ｓジム）

１分30秒
2R

（鍛錬会） １分30秒
2R

(TEAM TEPPEN)

第23試合

（谷山ジム）

（北流会君津）

第22試合 （新興ムエタイ）
１分30秒3R

Bigbang50Kg級
決定戦

（谷山ジム小田原）

25kg

第18試合 （チューティンムエタイ）
１分30秒3R

Bigbang28Kg級
決定戦

（PAL-GYM) 28kg

（格闘道場G-1）


