
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

タカハシ　カイレン タカハシ　キリョウ

☆髙橋　海蓮 髙橋　稀涼

クニオカ　ショウタ クダカ　タイチ

☆國岡　奨太 久高　大知

ノダ　ショウタ アベ　ハヤト

☆野田　翔太 阿部　隼士

カツラ　エイジ ニシヤマ　アサト

☆桂　英慈 西山　朝登

イケダ　フウガ コウサカ　アヤト

☆池田　鳳雅 高坂　文都
Bigbang アマチュア タイトルマッチ　1分30秒3R

イリエ　ヨウヘイ ワタナベ　ショウタ

入江　曜平 渡部　笑大

キクチ　ケイト ソガ　コウシ

菊地　慧斗 曽我　昂史

トコロ　ジント テラヤマ　リョウガ

所　仁翔 寺山　遼牙

カサミ　ルイ ヤマグチ　トキマサ

笠見　瑠伊 山口　鋭正
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

フタミ　リュウスケ スギヤマ　ミイル

二見　竜丞 杉山　海瑠

ニッタ　ライト カワウラ　ナツキ

新田　礼人 川浦　夏樹

アカツチ　タケル ハシモト　アレン

赤土　剛琉 橋本　歩蓮

ヤマザキ　アオイ モトハシ　コウダイ

山崎　碧泉 本橋　幸大

タカノ　セナ ツノダ　ジンタロウ

高野　瀬名 角田　仁太朗

カツマタ　カリン キシダ　ﾊﾙ

勝又　香琳 岸田　波瑠

ナシカワ　リュウ信 スギヤマ　ソラ

那須川　龍心 杉山　空

サカモト　アラシ イケガミ　コウスケ

坂本　嵐 池上　虹輔

タケダ　タカキ ハシモト　アユミ

武田　鷹希 橋本　歩

モリ　トウタ ノジリ　テンユウ

森　闘大 野尻　天優

☆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19試合 （谷山ジム小田原道場） １分30秒
2R

（晴山塾）

（晴山塾）（キングジム）

第18試合 （HEAT) １分30秒
2R

第17試合
１分30秒

2R

第16試合

第14試合

（HEAT) １分30秒
2R

（晴山塾）

（PAL-GYM) １分30秒
2R

（ＺＥＲＯ）

１分30秒
2R

第1試合 （Refre'K)
１分30秒

2R

第5試合

（クレイン）
1分30秒

2R

第9試合 （チームＯＪ）
１分30秒3R

Bigbang55Kg級
決定戦

第7試合 （Refre'K)

第2試合

１分30秒3R
Bigbang28Kg級

決定戦

第11試合

第15試合

（チーム ドラゴン）

（HEAT)

第8試合

第6試合 （晴山塾）
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
防衛戦

（練誠塾）

（ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ） （晴山塾）1分30秒
2R

第3試合

第4試合

（ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ）
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第13試合

（晴山塾）

（PAL-GYM)

（湘南格闘クラブ） 1分30秒
2R

（ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ）

（鍛錬会） 1分30秒
2R

（PAL-GYM)

（HEAT) 1分30秒
2R

（Refre'K)

（練誠塾）

第10試合 （Refre'K) 1分30秒
2R

（HEAT)

（鍛錬会）

（Refre'K)
１分30秒3R

Bigbang40Kg級
防衛戦

（ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ）

（練馬チャンデット）

第12試合 （キングジム）
1分30秒

2R
（Refre'K)

1分30秒
2R

（中野塾）



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

タカハシ　トシキ ムナカタ　タカヒロ

髙橋　俊貴 宗形　隆寛

サイトウ　マサヒト イワサキ　ユウヤ

斎藤　真人 岩崎　雄也

タカダ　マサト ハマサキ　ヤスオ

髙田　眞斗 濱﨑　康朗

ヤザワ　リョウ コバヤシ　シンヤ

矢澤　諒 小林　慎也
Bigbang  アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

トコロ　フウガ イシワタ　タクム

所　風雅 石渡　拓舞

タケナカ　ユウシ ナカジマ　ライキ

竹中　悠獅 中島　蕾己

マツモト　リアム セキ　マヒロ

松本　吏亜夢 関　真優

オイカワ　ジョウ カイ　ハヤト

及川　成 甲斐　駿斗

タカハシ　カイレン （Refre'K) クニオカ　ヒナ

☆髙橋　海蓮 國岡　陽菜

クニオカ　ショウタ セト　ヒビキ

☆國岡　奨太 瀬戸　響貴

ノダ　ショウタ ヨシナリ　シモン

☆野田　翔太 吉成　士門

カツラ　エイジ （クレイン） エチゼンヤ　リョウ

☆桂　英慈 越前屋　亮

イケダ　フウガ ナカムラ　コウメイ

☆池田　鳳雅 中村　功明

☆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34試合

第35試合

第39試合

第38試合

（ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ）

第37試合

（Refre'K) １分30秒
2R

（チューティンムエタイ）

第26試合 （ＺＥＲＯ）
１分30秒

2R
（エイワスポーツ）
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第20試合 （谷山ジム小田原道場）
１分30秒

2R
（キングジム）

第22試合 （キックボクシングジムＫＩＸ）
１分30秒

2R
（キングジム）

第24試合

第21試合 （谷山ジム小田原道場）
１分30秒

2R
（新興ムエタイ）

第23試合 （湘南格闘クラブ） １分30秒
2R

（ＺＥＲＯ）

第41試合

第25試合 （鍛錬会） １分30秒
2R

（練誠塾）

第27試合 （Refre'K) １分30秒
2R

（エイワスポーツ）

第36試合

第34試合

第40試合

第30試合 （ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ） １分30秒
2R

（チューティンムエタイ）

第28試合
１分30秒

2R
（鍛錬会）

第42試合

第29試合 （鍛錬会） １分30秒
2R

（チューティンムエタイ）

（湘南格闘クラブ） １分30秒
2R

第32試合

第31試合
１分30秒

2R
（キングジム）


