
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

オイカワ　ジョウ ワタナベ　コトラ

☆　及川　成 渡辺　瑚虎

クニオカ　ショウタ ウカイ　カエデ

☆　國岡　奨大 鵜飼　楓

テラヤマ　リョウガ ヘン　ナルミ

☆寺山　遼冴 辺　成玉

ミトモ　ルイガ ウエキ　ルル

☆　三友　琉雅 植木　ルル

サクライ　ヒロア ヤマモト　サクト

☆　櫻井　大愛 山本　咲人

イトウ　トオマ アガリエ　キカト

☆　伊藤　音真 東江　耀斗

ミトモ　オウガ ヤマダ　カズマサ

☆　三友　凰雅 山田　和昌
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

テルイ　マナミ オオキ　セイナ

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

コバヤシ　ハルキ ヨシダ　リンタロウ

☆　小林　春樹 吉田　凜汰郎
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 アガリエ　シルバ

竹中　悠獅 東江　耀心

オオツカ　リリ シミズ　ホクト

大塚　莉々 清水　北斗

オノセ　セイヤ サクライ　マナト

小野瀬　聖也 櫻井　愛士

クリハラ　ケンゴ タカノ　セナ

栗原　健吾 高野　瀬名

アンドウ　タイジュ カワマタ　マナ

安藤　大樹 川俣　真愛

コヌマ　ミコ カワマタ　リュウシン

小沼　海虹 川俣　龍真

タナカ　コホウ ヤマダ　セイヤ

田中　虎峰 山田　誓也

ウラタ　タクマ ノキ　タイジュ

浦田　拓真 野崎　大珠

ハラダ　リュウシン ミヤノ　ユイカ

原田　龍心 宮野　結夏

ナカムラ　コウメイ オクダイラ　ショウタ

中村　功明 奥平　将太

ウメモト　ヒュウガ ヤマグチ　トキマサ

梅本　彪司 山口　鋭正

イイムラ　チカイ スズキ　タイソン

飯村　誓 鈴木　太尊

ナカイ　フウマ シライシ　シュン

中井　楓馬 白石　舜
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　昴史

イシワタ　タクム タカハシ　キリョウ

石渡　拓舞 髙橋　稀涼

ヨシナリ　シモン ウチダ　ヨウスケ

吉成　士門 内田　耀介

トコロ　ジント ウメモト　ライゼ

所　仁翔 梅本　羅司

カツラ　エイジ ヨシハラ　タイセイ

桂　英慈 吉原　大晴

シナガワ　アサヒ オクワキ　リュウヤ

品川　朝陽 奥脇　竜哉
Bigbang アマチュア 女子４５Kg級タイトルマッチ　1分30秒3R          

サイトウ　ノドカ オクワキ　ナナ

斉藤　和香 奥脇　奈々

☆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

34kg

37kg

40kg

第11試合 （鍛錬会） 3-0 （北流会君津） 25kg

25kg

第13試合 （相模原Sジム） 0-3 （PAL-GYM) 28kg

25kg

0-3

第16試合

（AX GYM) 3-0 （ミクニスポーツ）

第32回　Bigbangアマチュアワンマッチ　アマチュアタイトルマッチ　　対戦結果
（ディファ有明）2016年2月21日(日)

赤 青

第1試合 （Refre'K) 2-0 (T-KIX)

第17試合 （谷山ジム) 0-3 （平井道場）

（鍛錬会）

（笹羅ジム） （Gwinds)

第2試合 （鍛錬会） 0-2 (T-KIX)

28kg

34kg

第14試合

（北流会君津） 34kg（TRY HARD GYM)

34kg

31kg

第7試合 （鍛錬会） ＫＯ （ミクニスポーツ） 45kg

（鍛錬会） （Gwinds)2-0第4試合

第5試合

第6試合

（ZERO) 3-0 (T-KIX)

第3試合 (TEAM TEPPEN) 3-0

45kg

第18試合 ＫＯ

40kg

（Gwinds) 0-3 （ミクニスポーツ） 31kg

（格闘道場G-1）

（烈拳会） 51kg

第9試合 （K'Bスーポーツ） 0-3 （VERTEX) 60kg

第12試合 （ZERO)

第10試合

28kg

第15試合

（TRY HARD GYM) 0-3

（鍛錬会） 3-0 （Gwinds)

第8試合 （谷山ジム）

第21試合 （ZORO) 0-3 （谷山ジム小田原）

第19試合 (TEAM TEPPEN) 0-3 （平井道場）

（ミクニスポーツ）

50kg

第20試合 （はまっこムエタイ） 3-0 （鍛錬会） 50kg

第23試合 （Refre'K) 2-0
防衛 （鍛錬会） 25kg

第22試合 （格闘道場G-1） ＫＯ (TEAM TEPPEN) 50kg

第25試合 （チューティンムエタイ） 3-0
防衛 （龍拳會） 31kg

第24試合 （チューティンムエタイ） 3-0
防衛 （PAL-GYM) 28kg

第27試合 (WSR池袋) ＫＯ
防衛 （POD) 37kg

第26試合 （Refre'K) 3-0 （はまっこムエタイ） 34kg

第29試合 （北流会君津） 0-3 （はまっこムエタイ） 45kg

第28試合 （チューティンムエタイ） 3-0 （はまっこムエタイ） 45kg



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 女子ワンマッチ　1分30秒2R

シミズ　レイコ イイリ　カナ

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

スズキ　タツヒロ タテノ

鈴木　達大 舘野　隼佑

ツユキ　テツヤ イシイ　ヒョウマ

露木　哲也 石井　彪真

サトウ ササキ　ミツキ

佐藤　考樹 佐々木　光輝

ギマ　カツトモ カツノ　マサヤ

儀間　克友 勝野　雅也

ワタナベ　ミシル イシカワ　トモカズ

渡辺　碩 石川　智一

ナカイ　トモカズ カワイデ　アキラ

中井　友和 川出　晃

ヒロシゲ　モリタカ オサダ　ユウセイ

広重　盛隆 長田　悠生

ヤマト　タカヒサ ナカツカ　タクミ

山戸　嵩久 中塚　巧

ソウマ　リクト タノクラ　ショウ

相馬　陸人 田野倉　翔

ワカバヤシ　ツカサ エラ　リツキ

若林　司 恵良　立樹

ヨシイ　タカトシ タグチ　ヨシヒト

吉井　貴利 田口　義仁

イノウエ　ナオキ タカハシ　トシキ

井上　直樹 髙橋　俊貴

スギモト　ケイゴ ミヤノ　アヤナ

杉本　圭悟 宮野　彩菜
Bigbang  アマチュアジュニア ワンマッチ　1分30秒2R

オイカワ　ジョウ ヤスノ　リュウシン

☆　及川　成 安野　龍信

クニオカ　ショウタ サイトウ　テッタ

☆　國岡　奨大 齋藤　徹太

テラヤマ　リョウガ スギヤマ　ルイ

☆寺山　遼冴 杉山　塁仁

ミトモ　ルイガ ノダ　ショウタ

☆　三友　琉雅 野田　翔太

サクライ　ヒロア ササキ　フウキ

☆　櫻井　大愛 佐々木　風輝

コウサカ　アヤト イトウ　トウマ

高坂　文都 ☆　伊藤　音真

ミトモ　オウガ コヌマ　ゲンジ

☆　三友　凰雅 小沼　源士
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

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 　

コバヤシ　ハルキ ミヤザキ　タケシ

☆　小林　春樹 宮崎　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

（FLAT-UP) 0-3 （相模原Sジム） 45kg

第32試合 （格闘道場G-1）

（VERTEX)

（VERTEX)

第39試合 3-0（真樹ジムAICHI)

第40試合 （ZERO) ＫＯ 65kg

55kg

55kg

60kg

55kg

（格闘道場G-1） 65kg

60kg

（格闘道場G-1）

65kg

第38試合 （真樹ジムAICHI) 3-0

第32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）2016年2月21日(日)

赤 青

第36試合 （格闘道場G-1） 3-0

ＫＯ

第35試合 0-2

第33試合 （キックボクシングジムKIX） ＫＯ

第34試合 （真樹ジムAICHI)

（VERTEX)

（AX GYM)

（T-KIX)

（ZERO)

0-3

（格闘道場G-1） 1-3

（AX GYM)

第31試合

第30試合

（相模原Sジム） 65kg

第37試合 （真樹ジムAICHI) 0-3 （HEAT) 65kg

第41試合 （VERTEX) 3-0 （格闘道場G-1） 70kg

第42試合 （VERTEX) 0-3 （谷山ジム小田原） 70kg

第43試合 （真樹ジムAICHI) 0-3 （北流会君津） 55kg

第44試合 （Refre'K) 0-3 （鍛錬会） 28kg

第45試合 （鍛錬会） 0-3 （北流会君津） 31kg

第46試合 (TEAM TEPPEN) 3-0 （ZERO) 34kg

第47試合 （鍛錬会） 0-3 (TEAM TEPPEN) 37kg

第48試合 （ZERO) 0-3 （笹羅ジム） 40kg

第49試合 （フリー） 3-0 （笹羅ジム） 40kg

第50試合 （鍛錬会） ＫＯ （Gwinds) 45kg

第52試合 （K'Bスーポーツ） ＫＯ （格闘道場G-1） 60kg

第51試合 （谷山ジム） 0-3 （谷山ジム小田原） 51kg


