
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

ワタナベ　コトラ オノセ　セイヤ

☆渡辺　瑚虎 小野瀬　聖也

タカノ　セナ イイヅカ　トオル

☆髙野　瀬名　 飯塚　輝

タカハシ　キリョウ カタオカ　トム

☆高橋　稀涼 片岡　叶夢

ウカイ　カエデ スギヤマ　ルイ

鵜飼　楓 ☆杉山　塁仁

テラヤマ　リョウガ トコロ　ジント

☆寺山　遼冴 所　仁翔

サクライ　ヒロア シュート　デイト

櫻井　大愛 ☆蹴倒　DATE
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ヒワタリ　キョウスケ カネムラ　タダヒコ

☆樋渡　京介 金村　忠彦

ナガミネ　リョウ イノマタ　ソウヘイ

☆長嶺　諒 猪俣　荘平
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

スギヤマ　ミイル サクライ　マナト

杉山　海瑠 櫻井　愛士

トミタ　ヤマト マツモト　リアム

富田　大和 松本　吏亜夢

カワマタ　リュウシン クラッシャー　デイト

川俣　龍真 厳戒　DATE

ヤマダ　セイヤ ナックル　デイト

山田　誓也 闘拳　DATE

スズキ　タイソン ナカムラ　コウメイ

鈴木　太尊 中村　功明

ヤマダ　カズマサ イイヅカ　ショウヘイ

山田　和昌 飯塚　翔平

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

オオキ　セイナ スピード　デイト

大木　聖愛 瞬華　DATE

テルイ　マナミ エンドウ　リナ

照井　愛未 遠藤　里菜
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ミヤギ　シュラ スギモト　ケイゴ

宮城　珠羅 杉本　圭悟

ササキ　ミツキ イサカ　リュウタ

佐々木　光輝 井坂　竜太

☆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
⇒王者もしくは防衛　　　　⇒新王者もしくは防衛　　　　⇒ドロー防衛 ※都合により変更する場合があります

第13試合 (谷山ジム小田原道場) 1分30秒
2R

(TEAM TEPPEN)

第11試合 (ミクニスポーツ) 1分30秒
2R

(Team DATE)

1分30秒
2R

第9試合 (HEAT) 1分30秒
2R

(ZERO)

第31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12月6日(日)

赤 青

第1試合 (T-KIX)
１分30秒

2R
（G-1）

第2試合 （PAL-GYM) １分30秒
2R

（池袋BLUE DOG）

第3試合 （PAL-GYM) 1分30秒
2R

第12試合 (Team DATE)
1分30秒

2R

(FLAT UP)

(ZERO) 1分30秒
2R

(Team DATE)

第10試合 （PAL-GYM) 1分30秒
2R

(ZERO)

第8試合 （烈拳會)

第7試合 （谷山ジム) 1分30秒
2R

(キングジム）

(T-KIX) (ZERO)
1分30秒

2R
第4試合

第5試合

第6試合

(TEAM TEPPEN) 1分30秒
2R

（Refre'K)

第18試合
１分30秒

2R

第16試合

(ミクニスポーツ) 1分30秒
2R

第15試合

（烈拳會) １分30秒
2R

第14試合

(ZERO) １分30秒
2R

第17試合 （谷山ジム) １分30秒
2R

第19試合 (VERTEX）　 １分30秒
2R

(士道館ひばりヶ丘道場)

(ミクニスポーツ)

(キングジム）

(真樹ジムAICHI）　(Astral Japan)

（池袋BLUE DOG）

(Team DATE)

（G-1）

(谷山ジム小田原道場)



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

アベ　リョウタロウ サトウ　ヒデトシ

阿部　亮太郎 佐藤　秀俊

タマル　トキ イトウ　ジュキヤ

田丸　辰 伊藤　純希也

ヨシダ　リンタロウ モトキ　ユタカ

吉田　凛汰朗 本木　佑宝

ナガシマ　ユウジ ババ　ヒロミツ

永島　勇二 馬場　寛光

ムラオカ　マサル カネハラ　シュン

村岡　将 金原　舜

アオキ　ユウマ サトウ　ツトム

青木　佑真 佐藤　勉

タナカ　ユウタロウ ヤブタカ　ヒロオミ

田中　悠太郎 藪嵩　博臣

ナカツカ　タクミ カツノ　マサヤ

中塚　巧 勝野　雅也

ウエダ　マコト エラ　リツキ

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

トコロ　フウガ カタオカ　ライト

所　風雅 片岡　雷斗

ノダ　ショウタ ノザキ　ダイジュ

野田　翔太 野崎　大珠

ナスカワ　リリ カツラ　エイジ

那須川　梨々 桂　英慈

オオムラ　ナオキ イデ　ユウキ

大村　修輝 井手　勇希
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ワタナベ　コトラ トミタ　ケンシ

☆渡辺　瑚虎 富田　剣士

クリハラ　ケンゴ タカノ　セナ

栗原　健吾 ☆髙野　瀬名

スギヤマ　ソラ タカハシ　キリョウ

杉山　空 ☆高橋　稀涼

スギヤマ　ルイ ヨシダ　ルリ

☆杉山　塁仁 吉田　琉莉

テラヤマ　リョウガ カレン　デイト

☆寺山　遼冴 華蓮　DATE

ヤマモト　サクト シュート　デイト

山本　咲人 ☆蹴倒　DATE
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ヒワタリ　キョウスケ イイダ　コウキチ

☆樋渡　京介 飯田　幸吉

ナガミネ　リョウ サルタ　タケシ

☆長嶺　諒 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
⇒王者もしくは防衛　　　　⇒新王者もしくは防衛　　　　⇒ドロー防衛 ※都合により変更する場合があります

第28試合 (トライデントジム) １分30秒
2R

（G-1）

第26試合 (トライデントジム) １分30秒
2R

(T-KIX)

第27試合 (相模原Sジム) １分30秒
2R

(T-KIX)

（谷山ジム) １分30秒
2R

(T-KIX)

第25試合 (真樹ジムAICHI）　 １分30秒
2R

（G-1）

第21試合 (平井道場) １分30秒
2R

(Team AKATSUKI)

第23試合 (VERTEX）　
１分30秒

2R
(Astral Japan)

(TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang37Kg級
決定戦

(HEAT)

第31試合

第30試合 (TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang34Kg級
防衛戦

(平井道場)

第32試合 (POD）　

（PAL-GYM)

（PAL-GYM)

１分30秒
2R

１分30秒3R
Bigbang40Kg級

決定戦

第35試合
１分30秒

2R

第33試合 (T-KIX) １分30秒
2R

第34試合 (相模原Sジム) １分30秒
2R

第39試合
１分30秒

2R
(谷山ジム)

第40試合 （烈拳會) 1分30秒
2R

第31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12月6日(日)

赤 青

第29試合 （Refre'K)
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
防衛戦

(FLAT UP)

第20試合 (ミクニスポーツ)
１分30秒

2R
（G-1）

第22試合 (VERTEX）　 １分30秒
2R

(士道館)

第24試合

第36試合 (ZERO)

(WSR池袋)

(韓道場）　

（PAL-GYM)

(相模原Sジム)

(VERTEX）　

（PAL-GYM)

第38試合 (T-KIX)
１分30秒

2R
(Team DATE)

第37試合 (TEAM TEPPEN) １分30秒
2R

(Team DATE)


