
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

モンマ　リンジ ナカジマ　リア

☆門馬　凛志 中島　莉亜

カトウ　カイセイ タニグチ　ヒデノリ

☆加藤　海聖 谷口　英徳

カイ　ハヤト ナガス　ユウト

☆甲斐　駿斗 長洲　優人

クニオカ　ヒナ ナガトモ　ユウジ

☆國岡　陽菜 長友　悠志

コバヤシ　アイジ オツ　リク

☆小林　亜維二 乙津　陸
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

イワタ　マサキ ハマダ　ハヤト

☆岩田　柾 浜田　颯人

ナカムラ　コウメイ カワシマ　トモヤ

☆中村　功明 川島　智也

オノダ　カズキ ツバキ　ダイスケ

☆小野田　一樹 椿　大介

オガワ　ハヤト スワ　ショウヤ

☆小川　隼斗 諏訪　翔也
Bigbang アマチュア 女子タイトルマッチ　1分30秒3R

ホシノ　イヨリ スドウ　カスミ

星野　依莉 須藤　可純
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

シノハラ　トム ワタナベ　ショウタ

篠原　翔夢 渡部　笑大

オオクボ　セリ ババ　アイキ

大久保　世璃 馬場　藍希

トコロ　フウガ ソガ　コウシ

所　風雅 曽我　昂史

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 ニシカワ　ケイゴ

所　仁翔 西川　景吾

カツラ　エイジ イシワタ　ユウマ

桂　英慈 石渡　悠真
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 タジマ　カズマ

宮崎　智貴 田島　和磨

イズミ　ケンタロウ タジマ　ヒナ

泉　健太郎 田島　日菜

マエカワ　ナツキ コマキネ　トシカズ

前川　夏樹 駒木根　稔和

カトウ　ハルト ヤマシロ　タイガ

加藤　晴斗 山城　大我

マエカワ　ハルキ オオタカラ　アオ

前川　悠樹 大寳　蒼央

モンマ　ゼン コヤマ　アサヒ

門馬　善 古山　朝陽

サトウ　ユウタ マバ　ユウヒ

佐藤　優汰 馬場　侑飛

ナカジマ　ライキ ナガイ　ライチ

中島　蕾己 永井　雷智

オノセ　セイヤ ハナザワ　ユウト

小野瀬　聖也 花澤　悠斗

フジシロ　タイシ タカギ　ユリト

藤代　大志 高木　友翔

ヒョウドウ　ケイ ニッタ　ライト

兵頭　慶 新田　礼人

☆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

（谷山ジム小田原道場） 2R KO （TSKｊapan)第8試合

第25試合 （相模原Ｓジム） 0-3 （TEAM TEPPEN)

第17試合 （新興ムエタイ） 3-0 （鍛錬会）

第16試合 （クレイン） Bigbang50Kg級
新王者 （P.K.ムエタイ）

第15試合 （Refre'K) Bigbang45Kg級
新王者 （ＬＥＧＥＮＤジム）

第23試合 （橋見塾） 0-3 （飛馬道場）

第24試合 （練誠塾） 2-0 （平井道場）

第14試合 （TEAM TEPPEN) Bigbang34Kg級
ドロー防衛 （AXSPEAR池袋）

第11試合 （K-1ジムウルフ） Bigbang25Kg級
防衛 （練誠塾）

第13試合 （Refre'K) Bigbang31Kg級
防衛 （鍛錬会）

第12試合 （K-1ジムウルフ） Bigbang28Kg級
新王者 （AXSPEAR池袋）

第10試合 （ＬＥＧＥＮＤジム）
Bigbang女子
51Kg級　新王

者
（笹羅ジム）

第9試合 （平井道場） 3-0 （谷山ジム）

第7試合 （TEAM TEPPEN) 不戦勝 （K-1ジム横浜）

第6試合 （谷山ジム） 0-3 （ミクニスポーツ）

第44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）2018年2月18日(日)

赤 青

第4試合 （TEAM TEPPEN) 3-0 （AXGYM)

第3試合 （エイワスポーツ） 2-0 （治政館江戸川道場）

第19試合 （クレイン）

第1試合

第2試合 （新興ムエタイ）

（AXGYM)

（TSKｊapan)

（練誠塾）1-2

1-0

0-0 （TSKｊapan)

第18試合 （GTジム） 2R KO （鍛錬会）

第5試合 （新興ムエタイ） 1-1 （クロスポイント大泉）

（新興ムエタイ） 3-0 （練誠塾）第27試合

第20試合 （新興ムエタイ） 3-0 （GTジム）

第22試合 （AXGYM) 0-2 （TSKｊapan)

第21試合 （クレイン） 1-0 （GTジム）

第26試合 （ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ） 0-3 （TEAM TEPPEN)



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

イガラシ　リュウノスケ ハギオカ　シュウセイ

五十嵐　竜之介 萩岡　秀誠

キクチ　ケイト アンドウ　タイジュ

菊地　慧斗 安藤　大樹

タカノ　セナ シブヤ　ソウタ

高野　瀬名 渋谷　奏太

タケダ　テッシン オオシカ　レツキ

竹田　哲紳 大鹿　烈毅

ウアマウチ　イッセイ ナカザト　ジュキト

山内　一誠 中里　樹希斗

クニオカ　ショウタ セキ　マヒロ

國岡　奨大 関　真優

ニオ　ハルト シガノ　マサト

鳰　陽斗 志賀野　真人

オオノ　キヨト モンマ　キヨト

大野　聖翔 門馬　澄斗

ニオ　ツバサ オオシカ　トウキ

鳰　翼 大鹿　統毅

コバヤシ　タクト ヤマダ　セイヤ

小林　拓斗 山田　誓也

ノザキ　タイジュ シラカワ　タイチ

野崎　大珠 白川　泰地

イデ　ケンタロウ カタオカ　ショウゴ

井出　健太郎 片岡　憧吾

スガ　セイマ ウメモト　ライゼ

菅　聖真 梅本　羅司

シラハタ　ユウセイ ウエノ　ユウト

白幡　裕星 上野　優翔
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

オガワ　サトシ キタノ　イッセイ

小川　智 北野　一声

タカナシ　ケイスケ ワタナベ　コウヘイ

高梨　恵介 渡辺　航平

カミヤ　コジロウ キクチ　ユウキ

神谷　虎二郎 菊池　佑記

カワイデ　ジュンヤ ミヤモト　コウヘイ

川出　純哉 宮本　康平

タカハシ　アレクサンドレ センダ　ワタル

髙橋　アレクサンドレ 千田　航
Bigbang アマチュアジュニア ワンマッチ　1分30秒2R

モンマ　リンジ タカヤナギ　ソウシ

☆門馬　凛志 髙栁　荘志

カトウ　カイセイ ヨシダ　ケンシン

☆加藤　海聖 吉田　健心

カイ　ハヤト タカハシ　キリョウ

☆甲斐　駿斗 高橋　稀涼

クニオカ　ヒナ ヤマシロ　イッシン

☆國岡　陽菜 山城　一心

コバヤシ　アイジ ミヤザキ　ケンタ

☆小林　亜維二 宮崎　健太
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

イワタ　マサキ キシカワ　シュウト

☆岩田　柾 岸川　修斗

ナカムラ　コウメイ スズキ　ユウト

☆中村　功明 鈴木　勇人

オノダ　カズキ ムラカミ　ユウカ

☆小野田　一樹 村上　悠佳

オガワ　ハヤト ムラマツ　ヒロマサ

☆小川　隼斗 村松　寛昌

☆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52試合 （谷山ジム） 2R KO （ＧＴジム）

第55試合 （平井道場） 3-0 （TSKｊapan)

第53試合 （TEAM TEPPEN) 2-0 （谷山ジム）

（谷山ジム小田原道場） 0-2第54試合 （TEAM TEPPEN)

第51試合 （新興ムエタイ） 0-3 （AXSPEAR池袋）

第50試合 （TEAM TEPPEN) 2R KO （ＧＴジム）

第49試合 （エイワスポーツ） 3-0 （ＰＡＬ‐ＧＹＭ）

第48試合 （新興ムエタイ） 1-1 （ＡＸＧＹＭ）

第47試合 （AXGYM) 1-2 （練誠塾）

第46試合 （谷山ジム） 2-0 （はまっこムエタイ）

第45試合 （TEAM TEPPEN) 0-3 （TSKｊapan)

0-3 （はまっこムエタイ）第43試合

0-3

3-0 （はまっこムエタイ）

第38試合 （平井道場） 0-3 （クロスポイント大泉）

第28試合 （橋見塾） 0-2 （TEAM TEPPEN)

第30試合 （ＰＡＬ‐ＧＹＭ） 2R KO （ＧＴジム）

第31試合 （クレイン） 3-0 （湘南格闘クラブ）

第32試合 （ＡＸＧＹＭ） 1R KO （ＧＴジム）

第33試合 （TEAM TEPPEN)

第44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）2018年2月18日(日)

赤 青

第35試合 （TEAM TEPPEN) 0-3 （ＡＸＧＹＭ）

第34試合 （平井道場） 2R KO （ＧＴジム）

第29試合 （Refre'K) 0-3 （ＡＸＧＹＭ）

0-3 （エイワスポーツ）

1R KO （ミクニスポーツ）

第37試合

第44試合 （ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ）

第41試合 （フリー）

（Ｔ．Ｇ．Ｙ）

（平井道場）

第42試合 （TSKｊapan) 0-3 （はまっこムエタイ）

第36試合

（ミクニスポーツ）

（湘南格闘クラブ）（平井道場） 0-3

（ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ） 1R KO （ＧＴジム）

（AXGYM) 0-3 （はまっこムエタイ）

第39試合

第40試合


