
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

マバ　ユウヒ マエカワ　ナツキ

☆馬場　侑飛 前川　夏樹

カワウラ　ナツキ ナカジマ　リア

☆川浦　夏樹 中島　莉亜

ヨシナリ　シモン オオシカ　アイキ

☆吉成　士門 大鹿　愛輝

ヤマダ　セイヤ ノザキ　タイジュ

☆山田　誓也 野崎　大珠

クニオカ　ヒナ ヤマウチ　イッセイ

☆國岡　陽菜 山内　一誠
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

オクトミ　コウキ

奥富　航生

クロサキ　ユキヒサ ササキ　タクマ

☆黒﨑　幸久 佐々木　琢守

アンドウ　ダイスケ

安藤　大介
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ミヤザキ　トモキ マツモト　レミオ

宮崎　智貴 松本　怜未央

マエカワ　ハルキ ワタナベ　ショウタ

前川　悠樹 渡部　笑大

ナガイ　ショウマ モンマ　ゼン

永井翔馬 門馬　善

キタガワ　ヒロト ハナザワ　ユウト

北川　広翔 花澤　悠斗

タカノ　セナ アンドウ　タイジュ

高野　瀬名 安藤　大樹

オノセ　セイヤ キクチ　ケイト

小野瀬　聖也 菊地　慧斗

タナカ　コウセイ クニオカ　ショウタ

田中　恒星 國岡　奨大

タカハシ　キリョウ タケダ　テッシン

高橋　稀涼 竹田　哲紳

オオニシ　リュウキ カイ　ハヤト

大西　竜輝 甲斐　駿斗

タカハシ　リュウマ モンマ　キヨト

高橋　龍摩 門馬　澄斗

ヤベ　レイン コバヤシ　タクト

矢部　羚音 小林　拓斗

ニシカワ　ケイゴ ミヤザキ　ケンタ

西川　景悟 宮崎　健太

マスダ　シン アイミ　リカ

増田　心 相見　梨夏
Bigbang アマチュア 女子タイトルマッチ　1分30秒3Rアマチュア女子ワンマッチ　1分30秒2Ｒ

クラハシ　ハルカ マツウラ　リーコ

倉橋　はるか 松浦　リーコ

☆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17試合 （ＬＥＧＥＮＤジム） 0-3 （エイワスポーツ）

第16試合 （PAL-GYM) 0-3 （クレイン）

第15試合 （ＬＥＧＥＮＤジム） 0-0 （TEAM TEPPEN)

第14試合 （相模原Sジム） ＴＫＯ （Refre'K)

第11試合 （AXSPEAR池袋） 3-0 （AXGYM)

第13試合 （PAL-GYM) 3-0 （AXGYM)

第12試合 （伊原道場稲城ジム） ＴＫＯ （TEAM TEPPEN)

☆ゴンザガ・ネオ・タルシソ

☆ジョニー・ヤン

第10試合 （クレイン） 0-3 （練誠塾）

第9試合 （新興ムエタイ） 0-3 （ＺＥＲＯ）

第8試合 （心成塾サスケ） 0-3 （チームLS)

第7試合 （ZERO) 2-0 （チームLS)

第43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12月3日(日)

赤 青

第4試合 （ミクニスポーツジム） 0-3 （平井道場）

第3試合

第6試合 （真樹ジムAICHI) 3-0 （チームLS)

（PKムエタイジム） 3-0 （ZERO)

第5試合 （TEAM TEPPEN) 3-0 （AXGYM)

第22試合 （谷山ジム小田原道場） 2-0 （エイワスポーツ）

第21試合 （ＬＥＧＥＮＤジム） 3-0 （チーム・ドラゴン）

第20試合 （ＬＥＧＥＮＤジム） 2-0 （AXSPEAR池袋）

第19試合 （谷山ジム）

第1試合

第2試合 （TEAM TEPPEN)

（飛馬道場）

（練誠塾）

（クレイン）3-0

3-0

ＴＫＯ （T.G.Y)

第18試合 （谷山ジム小田原道場） ＴＫＯ （ＡＸＧＹＭ）



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

モモセ　ユウヘイ キクカワ　キョウスケ

百瀬　雄平 菊川　京介

トミタ　ケンスケ ワタナベ　リョウ

冨田　賢輔 渡邉　凌

ウチヤマ　ヨシアキ

内山　嘉彬

タカハシ　アレクサンドレ イワサキ　ユウヤ

髙橋　アレクサンドレ 岩崎　雄也
Bigbang アマチュア ジュニアタイトルマッチ　1分30秒3R

シノハラ　トム マツモト　ライト

篠原　翔夢 松本　来斗

トコロ　フウガ ムライ　ギリュウ

所　風雅 村井　義龍

ナスカワ　リュウジン ナガイ　リュウマ

那須川　龍心 永井　龍馬

トコロ　ジント ナガイ　テンマ

所　仁翔 永井　天馬

カツラ　エイジ イノウエ　アイト

桂　英慈 井上　愛斗
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

マバ　ユウヒ ナカジマ　ライキ

☆馬場　侑飛 中島　蕾己

カワウラ　ナツキ ホンマ　リクト

☆川浦　夏樹 本間　陸斗

ヨシナリ　シモン マツモト　リアム

☆吉成　士門 松本　吏亜夢

クニオカ　ヒナ ヨシダ　ケンシン

☆國岡　陽菜 吉田　健心

ヤマダ　セイヤ セト　ヒビキ

☆山田　誓也 瀬戸　響貴
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ナカムラ　コウメイ

中村　功明

クロサキ　ユキヒサ イズミ　テンセイ

☆黒﨑　幸久 泉　天晴

ホソヤ　ソウ

細谷　颯

☆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
ＴＫＯ ※都合により変更する場合があります

0-2 （TEAM TEPPEN)第37試合

第36試合 （ミクニスポーツジム） 0-3 （PKムエタイジム）

☆ゴンザガ・ネオ・タルシソ

第32試合

（エイワスポーツ）

（練誠塾）（飛馬道場） 2-0

0-0

3-0 （ＡＸＧＹＭ）

第34試合 （PKムエタイジム） 3-0 （ＺＥＲＯ）

第28試合 （Refre'K) ドーロー
防衛

（エイワスポーツ）

第29試合 （TEAM TEPPEN) タイトル
防衛

（AXSPEAR池袋）

第30試合 （Refre'K) 3-0
防衛

（AXSPEAR池袋）

第26試合 （谷山ジム） 0-2 （新興ムエタイ）

第27試合 （K-1ジムウルフ） 3-0
新チャンピオン （ＺＥＲＯ）

第25試合 （谷山ジム） 0-2 （士魂村上塾）

第24試合 （心成塾） 3-0 （士魂村上塾）

ファン・ドゥック・トン

第43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12月3日(日)

赤 青

第23試合 （飛馬道場） 0-3 （チームＬＳ）

第31試合 （クレイン） 3ＲＴＫＯ
新チャンピオン （チーム・ドラゴン）

3-0 （T.G.Y)

（心成塾サスケ） 1ＲＴＫＯ （チームＬＳ）

第33試合

☆ジョニー・ヤン

第38試合

第39試合

（ZERO)

第35試合 （TEAM TEPPEN)

（TEAM TEPPEN)

（真樹ジムAICHI)


