
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

ミナミ　シドウ ヤマシロ　イッシン

☆南　侍道 山城　一心

オツ　リク アイミ　リカ

☆乙津　陸 相見　梨夏

ウラタ　タクマ マツモト　リアム

☆浦田　拓真 松本　吏亜夢

ニオ　ツバサ ヤベ　レイン

☆鳰　翼 矢部　羚音

ノザキ　タイジュ サクライ　ヒロア

☆野崎　大珠 櫻井　大愛
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

セキハラ　ヨウスケ コデラ　ユウタ

☆関原　洋介 小寺　雄太

フタツギ　ケンタ イノウエ　ヒロト

☆二木　兼太 井上　博登

イケダ　ヒロト スドウ　マサト

☆池田　尋斗 須藤　雅人
Bigbang アマチュア ジュニアタイトルマッチ　1分30秒2R

スギヤマ　ミイル マバ　ユウヒ

杉山　海璃 馬場　侑飛

カワウラ　ナツキ オオクボ　セリ

川浦　夏樹 大久保　世璃

ナスカワ　リュウシン タケダ　テッシン

那須川　龍心 竹田　哲紳

オオシカ　アイキ オオクボ　ルイ

大鹿　愛輝 大久保　瑠維

スギヤマ　ソラ モンマ　キヨト

杉山　空 門間　澄人

ニシカワ　ケイゴ シラカワ　タイチ

西川　景吾 白川　泰地
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

タカハシ　リュウマ ナガイ　ライチ

髙橋　琉真 永井　雷智

カトウ　ハルト ヤマシロ　タイガ

加藤　晴斗 山城　大我

ナガサカ　チヒロ タジマ　カズマ

長坂　千優 田島　和磨

シノハラ　トム タケナカ　ユウシ

篠原　翔夢 竹中　悠獅

ハギオカ　シュウセイ シブヤ　ソウタ

萩岡　秀誠 渋谷　奏太

フジクラ　 イサノ　ヤマト

藤倉　袮虎 伊佐野　大和

キシダ　ハル キタガワ　ヒロト

岸田　波瑠 北川　広翔

ソガ　コウシ ハナザワ　ユウト

曽我　昂史 花澤　悠斗

コシバ　トア タカギ　ユリト

小柴　斗吾 高木　友翔

ニオ　ハルト ヤマザキ　ミナト

鳰　陽斗 山崎　湊

タカハシ　リュウマ カツマタ　カリン

高橋　龍摩 勝又　香琳

クニオカ　ヒナ ナガス　ユウト

國岡　陽菜 長洲　優人

☆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

第21試合 （晴山塾） １分30秒
2R

（JANJIRA GYM)

第23試合 （練馬チャンデット） １分30秒
2R

（TEAM TEPPEN)

第22試合 （鍛錬会） １分30秒
2R

（TEAM TEPPEN)

第20試合 （キクチジム）

第1試合

第2試合 （クロスポイント大泉）

（エムトーンジム）

（チームドラゴン）

（GTジム）
１分30秒

2R

１分30秒
2R

１分30秒
2R

（K-1ジムウルフ）

第19試合 （TEAM TEPPEN) １分30秒
2R

（ＧＴジム）

第6試合 （エムトーンジム）
1分30秒

2R
（谷山ジム）
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（東京・大森ゴールドジム）2018年4月8日(日)

赤 青

第5試合 （平井道場）
1分30秒

2R
（ZERO)

第3試合 （谷山ジム）
1分30秒

2R
（ZERO)

第4試合 （平井道場）
1分30秒

2R
（谷山ジム）

第8試合 （谷山ジム） 1分30秒
2R

（心成塾）

第7試合 （エムトーンジム）
1分30秒

2R
（谷山ジム）

第11試合 （TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang34Kg級
防衛戦

（クレイン）

第10試合 （TEAM TEPPEN)
１分30秒3R

Bigbang28Kg級
決定戦

（K-1ジムウルフ）

第15試合 （晴山塾） １分30秒
2R

（平井道場）

第12試合 （ZERO)
１分30秒3R

Bigbang37Kg級
決定戦

（K-1ジムウルフ）

第14試合 （ＬＥＧＥＮＤジム）
１分30秒3R

Bigbang45Kg級
防衛戦

（クロスポイント大泉）

第13試合 （HEAT)
１分30秒3R

Bigbang40Kg級
決定戦

（AXGYM)

第24試合 （平井道場） １分30秒
2R

（キクチジム）

第25試合 （谷山ジム小田原道場） １分30秒
2R

（HEAT)

（HEAT)
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
決定戦

（飛馬道場）第9試合

第26試合 （TEAM TEPPEN) １分30秒
2R

（冶政館江戸川道場）

第18試合 （K-1ジムウルフ） １分30秒
2R

（鍛錬会）

第17試合 （谷山ジム） １分30秒
2R

（鍛錬会）

第16試合 （新興ムエタイ） １分30秒
2R

（GTジム）



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

スダ　ショウキ クマガイ　リュウセイ

須田　翔貴 熊谷　龍聖

アラヤ　ラム マツザキ　ダイスケ

荒谷　羅向 松崎　大介
Bigbang アマチュア女子 ワンマッチ　1分30秒2R

ムラカミ　ユウカ ヤマザキ　ミサキ

村上　悠佳 山崎　岬
Bigbang アマチュア ワンマッチジュニア　1分30秒2R

ミナミ　シドウ クニオカ　ショウタ

☆南　侍道 國岡　奨大

オツ　リク ウラタ　タクマ

☆乙津　陸 ☆浦田　拓真

ニオ　ツバサ オオノ　キヨト

☆鳰　翼 大野　聖翔

ノザキ　タイジュ カツラ　エイジ

☆野崎　大珠 桂　英慈
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

セキハラ　ヨウスケ ナトリ　コウヘイ

☆関原　洋介 名取　航平

フタツギ　ケンタ マツオカ　テルユキ

☆二木　謙太 松岡　輝行

イケダ　ヒロト コバヤシ　ヨシムネ

☆池田　尋斗 小林　義宗

☆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36試合

(心成塾）

(心成塾）（エムトーンジム） １分30秒
2R

１分30秒
2R
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第35試合 （エムトーンジム） １分30秒
2R

（谷山ジム）

第34試合 （平井道場） １分30秒
2R

（クレイン）

第28試合 （ZERO)
１分30秒

2R
（心成塾）

１分30秒
2R

（TEAM TEPPEN)（平井道場）

第27試合 （TEAM TEPPEN) １分30秒
2R

（TRY HARD GYM)

第29試合 （TEAM TEPPEN)
１分30秒

2R
（キクチジム）

第30試合 （エムトーンジム）
１分30秒

2R
（TEAM TEPPEN)

第31試合 （クロスポイント大泉）
１分30秒

2R
（谷山ジム）

第33試合

第37試合 （谷山ジム）


