
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

イリエ　ヨウヘイ ワタナベ　ショウタ

☆入江　曜平 渡部　笑大

ツカダ　レオ セキ　マヒロ

☆塚田　麗王 関　真優

マエダ　イオリ イシワタ　ユウマ

☆前田　伊織 石渡　悠真
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

タカナシ　ケイスケ モリオカ　ユウキ

☆高梨　恵介 森岡　悠樹

コテラ　ユウタ オクトミ　タクト

☆小寺　雄太 奥富　拓斗

オオバヤシ　セイワ スズキ　リョウスケ

☆大林　聖和 ☆鈴木　亮介

ナガタ　ユウリ イワモト　シュンキ

☆永田　悠利 岩本　駿樹
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

シミズ　ナナセ カミオ　リュウト

清水　七星 神尾　龍飛

キシダ　ハル ムライ　キリュウ

岸田　波瑠 村井　義龍

キクチ　ケイト ツチヤ　コタロウ

菊地　慧斗 土屋　虎太郎

ホシノ　ヒメカ カツマタ　カリン

星野　姫歌 勝又　香琳

サカヨリ　シュレア イシワタ　タクム

酒寄　珠玲葵 石渡　拓舞

タカハシ　カイレン カイ　ハヤト

髙橋　海蓮 甲斐　駿斗

トコロ　フウガ オジマ　セラ

所　風雅 小嶋　聖来

サイトウ　テッタ ニシウミ　リキ

齋藤　徹太 西海　力

セト　ヒビキ オジマ　ジュリ

瀬戸　響貴 小嶋　珠莉

ヨシナリ　シモン スギヤマ　ソラ

吉成　士門 杉山　空

ヤマダ　セイヤ サカヨリ　シュリ

山田　誓也 酒寄　珠璃

アベ　ハヤト サイトウ　リュウノスケ

阿部　隼士 齊藤　龍之介

☆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38回　Bigbangアマチュアワンマッチ　アマチュアタイトルマッチ　　結果
（ディファ有明）2017年2月12日(日)

赤 青

第1試合 （晴山塾） 0-3 （練誠塾）

第14試合

第11試合 （LEGEND) 0-3 （HEAT)

第13試合 （Refre'K) 1-0 （エイワスポーツ）

0-3

第12試合 （チューティンムエタイ）0-3

（チューティンムエタイ）

（平井道場） 1-0 （エムトーンジム）

第10試合 （Refre'K) 3-0 （TSK japan)

第8試合 （北流会君津ジム）

第7試合 （士魂村上塾） 0-2 （TSK japan)

（平井道場） （北流君津ジム）0-3第4試合

第5試合

第6試合

（谷山ジム) 1-0 （チームLS)

第3試合 （北流君津ジム） 0-3

第2試合 （ドージョー☆シャカリキ） 2R
TKO

（エイワスポーツ）

（ドージョー☆シャカリキ）

第18試合 0-3

第16試合

（Refre'K) 2R
TKO

（ドージョー☆シャカリキ）

第15試合

（チューティンムエタイ） 3-0 （ドージョー☆シャカリキ）

第17試合 （チューティンムエタイ） 0-0 （HEAT)

（北流会君津ジム） 2-0 （TSK japan)

（ドージョー☆シャカリキ）

（TSK japan)

第9試合 （晴山塾） 1R　　　TKO （チューティンムエタイ）

（ドージョー☆シャカリキ）（ミクニスポーツ）

第19試合 （晴山塾） 0-2



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 タイトルマッチ　1分30秒3R

タナカ　コウセイ ナカ　シチリ

田中　恒星 仲　七璃

オオニシ　リュウキ モトハシ　コウダイ

大西　竜輝 本橋　幸大

セキグチ　コウセイ シラカワ　タイチ

関口　功誠 白川　泰地

マスダ　シン トコロ　ジント

増田　心 所　仁翔

ホシノ　イマリ アサイ　レイト

星野　依莉 浅井　麗斗

オクダイラ　ショウタ イイヅカ　ショウヘイ

奥平　将太 飯塚　翔平

スズキ　タイソン タマガワ　ライト

鈴木　太尊 玉川　らいと
Bigbang アマチュアジュニア ワンマッチ　1分30秒2R

アベ　ハヤト アズマ　ユウタロウ

阿部　隼士 東　祐太朗
Bigbang  アマチュア女子 ワンマッチ　1分30秒2R

ホシノ　カエデ フカヤマ　キホ

星野　楓 深山　紀歩

タケイ　ナルミ モチヅキ　ナオコ

竹井　成実 望月　尚子
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

オガワ　サトシ オクドミ　コウキ

小川　智 奥富　航生

スズキ　ユウト タナカ　エイジ

鈴木　勇人 田中　栄治

スズキ　リョウスケ マツオカ　テルユキ

鈴木　亮介 松岡　輝行

アベ　ススム シマネ　ユタカ

阿部　章 島根　豊

ヤブサキ　ヒロオミ スギモト　ショウヤ

薮崎　博臣 杉本　昇也

スワ　ショウヤ ヤマダ　ケイイチ

諏訪　翔也 山田　敬一
Bigbang  アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

イリエ　ヨウヘイ ナカジマ　ライキ

☆入江　曜平 中島　雷己

ツカダ　レオ シミズ　リュウセイ

☆塚田　麗王 清水　流星

マエダ　イオリ ムライ　ユウセイ

☆前田　伊織 村井　雄誠
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

タカナシ　ケイスケ タカハシ　キョウシロウ

☆高梨　恵介 髙橋　聖士朗

コテラ　ユウタ ナカハタ　リュウト

☆小寺　雄太 中畑　校人

オオバヤシ　セイワ トミタ　ケンスケ

☆大林　聖和 冨田　賢輔

ナガタ　ユウリ ワカバヤシ　リュウ

☆永田　悠利 若林　龍

☆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42試合 （士魂村上塾） 2-0 （エムトーンジム）

第29試合 （エイワスポーツ） 0-2 （Madness Cherly)

（エムトーンジム） 3-0

（晴山塾）

第32試合

第31試合 （谷山ジム） 2R
KO

（チームLS)

第33試合 （TSK japan)

（士魂村上塾）

（練誠塾）

第27試合 （谷山ジム小田原道場） 3-0 （晴山塾）

第28試合 （LEGEND) 3-0 (T-KIX)

（晴山塾） （北流会君津ジム）1R
TKO

第27試合

（LEGEND) 3-0 （小比類巻道場）

第26試合 （平井道場） 2R
KO （池袋BLUEDOG GYM)

第22試合 （LEGEND) 3-0 （Refre'K)

第24試合 （LEGEND) 0-3 （Refre'K)

1R
TKO

0-3

第36試合 0-3

第34試合 (T-KIX) 3-0

第35試合 （谷山ジム） 3-0

第40試合 0-0（谷山ジム)

第41試合 （平井道場） 3-0

第38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）2017年2月12日(日)

赤 青

第30試合 （TSK japan) 0-3 （チームLS)

第21試合 （LEGEND) 3R
TKO （晴山塾）

第23試合 （ドージョー☆シャカリキ） 0-2 （クロスポイント大泉）

第25試合

第37試合 （ドージョー☆シャカリキ）

（心成塾）

（ミクニスポーツ）

（クールチャンプクラブ）

（チームLS)

（心成塾）

（北流君津ジム）

第39試合 （平井道場） 1分30秒
2R

（エイワスポーツ）

第38試合 （北流君津ジム） 0-2 （チューティンムエタイ）


