
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

マツモト　リアム クニオカ　ショウタ

☆松本　吏亜夢 國岡　奨太

イシワタ　タクム ウチダ　ヨウスケ

☆石渡　拓舞 内田　耀介

ミチモト　マオ ナスカワ　リリ

☆道本　磨央 那須川　梨々

シナガワ　アサヒ ナカムラ　コウメイ

☆品川　朝陽 ☆中村　功明

コウサカ　アヤト イシワタ　ユウマ

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

キムラ　トキオ マスイ　ケンイチロウ

☆木村　勅男 桝井　謙一郎
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ソガ　コウシ イリエ　ヨウヘイ

曽我　昂史 入江　曜平

クニオカ　ヒナ タカハシ　カイレン

國岡　陽菜 高橋　海蓮

ソガ　コウシ ナスカワ　リュウシン

曽我　昂史 那須川　龍心

キノシタ　ヒデヨシ アベ　アキヒロ

木下　秀吉 阿部　旭浩

ウラタ　タクマ ヘン　ナルミ

浦田　拓真 辺　成玉

カトウ　タツキ サイトウ　タクマ

加藤　樹 齊藤　拓馬

ノザキ　タイジュ テラヤマ　リョウガ

野崎　大珠 寺山　遼冴

タイラ　ケンセイ サクライ　ヒロア

平等　健成 櫻井　大愛
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

カスミトリ　ユウジ ヨシダ　リンタロウ

霞鳥　祐二 吉田　凛汰朗

カワイデ　アキラ トミナガ　タイジュ

川出　晃 冨永　大珠

コンノ　カズヤ クマザキ　ミツノリ

今野　和也 熊崎　光記

カイホ　リョウジ シセキ　ユウスケ

海保　凌爾 始関　悠介
Bigbang アマチュア 女子タイトルマッチ　1分30秒3R

オクワキ　ナナ ソナン　ユウナ

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

トコロ　フウガ シミズ　リュウセイ

所　風雅 清水　流星

サイトウ　テツタ スギヤマ　ソラ

斎藤　徹太 杉山　空

ノダ　ショウタ トコロ　ジント

野田　翔太 所　仁翔

カツラ　エイジ セキハラ　ヨウスケ

桂　英慈 関原　洋介

オクダイラ　ショウタ マエダ　イオリ

奥平将太 前田　伊織

タマガワ　ライト ヤマグチ　トキマサ

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

マツモト　リアム イケガミ　コウスケ

☆松本　吏亜夢 池上　虹輔

イシワタ　タクム ヤスノ　リュウシン

☆石渡　拓舞 安野　龍信

ミチモト　マオ ミウラ　ツバサ

☆道本　磨央 三浦　翼

ムライ　キリュウ ナスカワ　リュウシン

村井　義龍 ☆那須川　龍心

ムライ　ユウセイ ナカムラ　コウメイ

村井　雄誠 ☆中村　功明

シナガワ　アサヒ 　オクドミ　コウキ

☆品川　朝陽 奥冨　航生

コウサカ　アヤト ニシヤマ　アサト

☆高坂　文都 西山　朝登　
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

キムラ　トキオ ナカムラ　オキナ

☆木村　勅男 中村　翁

☆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26試合 （ZERO) 3-0 （晴山塾）

2月1日 (創拳ジム）

第18試合

第33試合 (創拳ジム） 3-0 (チームＬＳ）

第31試合 （エイワスポーツ） 2R
KO

(チームＬＳ）

第32試合 （フリー） 3-0 （晴山塾）

第17試合 （谷山ジム） 1R
KO

（晴山塾）

1R
TKO

（TEAM TEPPEN)

（烈拳会） 1月2日 （晴山塾）

第12試合

第14試合 （鍛錬会） 0-3 （ZERO)

第13試合 (平井道場）

第11試合 （谷山ジム） 2-0 （鍛錬会）

（フリー） （チューティンムエタイ）0-3第5試合

第10試合

第4試合 （エイワスポーツ）

(創拳ジム）

（鍛錬会）

1R
KO

3-0

（北流会君津ジム）

（晴山塾）

第6試合

第35回　Bigbangアマチュアワンマッチ　アマチュアタイトルマッチ　試合結果
（大森ゴールドジム）2016年7月10日(日)

赤 青

第1試合 （ZERO) 1-0
ドロー

（鍛錬会）

（TEAM TEPPEN)

第2試合 （チューティンムエタイ） 0-3 （龍拳會）

1R
KO

第3試合 (烈拳会） 1R
KO

（TEAM TEPPEN)

0-1（チームダイヤモンド）

第8試合

第9試合

0-3

1-0

（鍛錬会）

（鍛錬会）

（Reｆｒ’K)

（TEAM TEPPEN)

（晴山塾）

第7試合

第20試合 （Reｆｒ’K) 0-2 （北流会君津ジム）

(はまっこムエタイ）

0-3 （バトルフィールド）(チームＳ）

第19試合 3-0 (烈拳会）

第15試合 （ＦＬＡＴ　ＵＰ　成田） 1R
KO

（ＶＥＲＴＥＸ）

第16試合 （ZERO)

（晴山塾） 2-1第25試合 （鍛錬会）

第24試合 （平井道場） 3-0 （北流会君津ジム）

(ＨＥＡＴ）

第22試合 （TEAM TEPPEN) 1-0
ドロー防衛 （Reｆｒ’K)

第23試合 （WSR池袋） 3-0 （エムトーンジム）

第21試合 （北流会君津ジム） 2R
KO

第29試合

第27試合 （チューティンムエタイ）

（チームダイヤモンド）(烈拳会） 1R
KO

第28試合

3-0 （鍛錬会）

第30試合

（チューティンムエタイ）

（チューティンムエタイ）

（TEAM TEPPEN)0-3

（TEAM TEPPEN)3-0


