
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

タカギ　ユリト サカタ　シュン

☆高木　友翔 坂田　俊

ナガス　ユウト クニオカ　ショウタ

☆長洲　優人 國岡　奨大

タナカ　ネオ ミナミ　シドウ

☆田中　嶺央 南　侍道

ウラタ　タクマ クリハラ　ソラ

☆浦田　拓真 ☆栗原　空
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ナカムラ　ケンタ セキハラ　ヨウスケ

☆中村　憲太 関原　洋介

イノウエ　シュン スズキ　リョウタ

☆井上　駿 鈴木　亮太

クリモト　キョウシロウ ミヤザキ　カツキ

☆栗本　京史郎 宮崎　勝基
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

カミヤ　ルア ノモト　コタロウ

神谷　琉蒼 野本　琥太郎

サトウ　ハヅキ スズキ　シュウマ

佐藤　羽叶 鈴木　秀萬

スドウ　イブキ ワタナベ　セイナ

須藤　一颯 渡部　惺

ヒラバヤシ　リュウ マツバラ　シリュウ

平林　龍 松原　志隆

マツモト　レミオ コマキネ　トシカズ

松本　怜未央 駒木根　稔和

ナガサカ　チヒロ イトウ　ジェイ

長坂　千優 伊藤　蒔笑生

ウラタ　ユウガ ネマ　チヒロ

浦田　優雅 根間　千裕

オノ　コダイ ナガイ　ライチ

小野　琥大 永井　雷智

タケナカ　ユウシ イサノ　ヤマト

竹中　悠獅 伊佐野　大和

ササオカ　ミサキ ヤマモト　ルウナ

佐々岡　深幸 山本　瑠愛

ハマダ　ケイマ イソガイ　ショウ

濱田　恵馬 磯貝　翔

ソガ　コウケン イソガイ　ジュン

曽我　好健 磯貝　潤

フジイ　スバル タカノ　セナ

藤井　昴 髙野　瀬名

ハナザワ　ユウト シブヤ　ソウタ

花澤　悠人 渋谷　奏太

ニオ　ハルト イクタ　リュウク

鳰　陽斗 生田　瑠玖

☆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

3-0

（谷山ジム小田原道場） 3-0 （真樹ジムAICHI)第7試合

第9試合 （ＰＡＬ-ＧＹＭ） 　KO （エムトーンジム）

第8試合 （力道場静岡） 2-0 （TRY HARD GYM)

第14試合 （冶政館江戸川道場） 3-0 （キングジム）

第17試合 （八木橋道場） KO (池袋BLUEDOGGYM)

第16試合 （鍛錬会） 0-0 (K-1ジムウルフ）

第13試合 （谷山ジム） KO （teamAKATSUKI)

第12試合 （ＺＥＲＯ） KO （ＴＳＫjapn)

第5試合 （teamAKATSUKI) 2-0 （エムトーンジム）

第48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
（東京・大森ゴールドジム）2018年7月15日(日)

赤 青

第4試合 （谷山ジム） 3-0 (K-1ジムウルフ）

第3試合 (K-1ジムウルフ） 0-3 （エムトーンジム）

第6試合 （Ｔ．Ｇ．Ｙ） 0-3 （Refre'K)

第11試合

第1試合

第2試合 （冶政館江戸川道場）

（TEAM TEPPEN)

（TEAM TEPPEN)

（Ｄ-ＴＲＩＢＥ）ＫＯ

0-3

2-0

第18試合 （平井道場） 3-0 （ＴＳＫjapn)

（谷山ジム） KO （ＴＳＫjapn)

第15試合 （冶政館江戸川道場） KO （平井道場）

第10試合 （ＰＡＬ-ＧＹＭ） 1-0 （VALLELY)

（平井道場）

（ＴＳＫjapn)

第20試合 （冶政館江戸川道場） 0-3 （ＰＡＬ-ＧＹＭ）

第21試合

第22試合

（TEAM TEPPEN) 2-0 （ＴＳＫjapn)

（ＴＳＫjapn)

第19試合 （冶政館江戸川道場）



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 ナスカワ　リュウジン

松本　吏亜夢 那須川　龍心

オノ　ケンダイ シガノ　マサト

小野　健大 志賀野　真人

ヤベ　レイン イトイ　ルミオ

矢部　羚音 糸井　芦澪
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

サイトウ　アヤノ イガラシ　ユイカ

齋藤　彩乃 ☆五十嵐　結香

オハラ　ココ ムラカミ　ハルナ

小原　ここ 村上　遥奈
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

タノクラ　ショウ イトウ　シュン

田野倉　翔 伊藤　瞬

ウチダ　ソウヤ モウエ　カズキ

内田　颯也 馬上　一樹

イチムラ　コウキ ヒョウドウ　ヒカル

市村　滉季 兵藤　ひかる

オノダ　マサヒロ ハギワラ　ツバサ

斧田　雅寛 萩原　翼

スドウ　タクマ ソウマ　リクト

須藤　拓真 相馬　陸人

アベ　コウスケ シバサキ　リョウ

阿部　孝祐 柴崎　亮

ノト　カツヒロ ササキ　シュン

能登　克浩 佐々木　駿
Bigbang アマチュア ジュニアタイトルマッチ　1分30秒2R

ナカヤマ　コウスケ ワタナベ　ライナ

中山幸亮 渡部　蕾

マツタニ　キナ シノハラ　トム

松谷　梛 篠原　翔夢

コバヤシ　エイシュン ソガ　コウシ

小林　栄絢 曽我　昂史

トコロ　フウガ ヒョウドウ　ケイ

所　風雅 兵頭　慶

ノザキ　タイジュ フクトメ　ソウタ

野崎　大珠 福留　想太
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

タカギ　ユリト サワダ　ヤマト

☆高木　友翔 澤田　大和

ナガス　ユウト クニオカ　ヒナ

☆長洲　優人 國岡　陽菜

タナカ　ネオ ニオ　ツバサ

☆田中　嶺央 鳰　翼

ウラタ　タクマ コンドウ　タイシン

☆浦田　拓真 近藤　大真

クリハラ　ソラ サカモト　アラシ

☆栗原　空 坂本　嵐
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

ナカムラ　ケンタ コウサカ　アヤト

☆中村　憲太 高坂　文都

イノウエ　シュン ヨシダ　レオ

☆井上　駿 吉田　怜央

クリモト　キョウシロウ フカミ　ユウキ

☆栗本　京史郎 深見　勇毅
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

ヘン　ナルミ イガラシ　ユイカ

辺　成玉 ☆五十嵐　結香
Bigbang アマチュア 女子タイトルマッチ　1分30秒2R

イトウ　サクラ コモリ　エリ

伊藤　咲花 小森　江里

☆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48試合 （鍛錬会） 3-0 （DUROジム)

第49試合 （小比類巻道場）

１分30秒3R
Bigbang女子
51Kg級　新王

者

（ＺＥＲＯ）

KO （真樹ジムAICHI)

第44試合 (K-1ジムウルフ） 0-3 （キングジム）

第43試合

第47試合 （谷山ジム小田原道場）

（谷山ジム）

第35試合 （teamAKATSUKI)
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
新王者

第37試合 （K-1ジムウルフ）
１分30秒3R

Bigbang31Kg級
新王者

（鍛錬会）

第38試合 （Refre'K)
１分30秒3R

Bigbang34Kg級
防衛

(新興ムエタイ）

第39試合 （平井道場）
１分30秒3R

Bigbang45Kg級
新王者

（ＤＯＲＯｼﾞﾑ）

（Ｔ．Ｇ．Ｙ） 1-1 （Refre'K)

第45試合

第46試合

0-1

第48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
（東京・大森ゴールドジム）2018年7月15日(日)

赤 青

第41試合 （冶政館江戸川道場） 1-0 （TEAM TEPPEN)

第40試合 （TEAM TEPPEN) 3-0 （ＰＡＬ-ＧＹＭ）

第36試合 （VALLELY)
１分30秒3R

Bigbang28Kg級
新王者

（K-1ジムウルフ）

第42試合

（TEAM TEPPEN)

（平井道場）(K-1ジムウルフ） 0-3

（teamAKATSUKI) 0-3 （TEAM TEPPEN)

（VALLELY)

（ＺＥＲＯ） （TEAM TEPPEN)第23試合 3-0

第24試合 （冶政館江戸川道場） KO （ＴＳＫjapn)

第25試合 （谷山ジム） 0-3 （八木橋道場）

第26試合 （鍛錬会） 2-0 （DUROジム)

第27試合 （TRY HARD GYM) 3-0 （TEAM TEPPEN)

第28試合 （G-1TEAM TAKAGI) 3-0 （バトルフィールド）

第29試合 （新興ムエタイ） 2-0 （相模原Ｓジム）

第30試合 （VERTEX) 2-0 （相模原Ｓジム）

第31試合 （ＫＩＢＡマーシャルアーツ） 0-3 （八木橋道場）

第32試合 （Refre'K) 2-0 （真樹ジムAICHI)

第33試合

第34試合

（エムトーンジム）

（ＴＳＫjapn)

KO

KO

（teamAKATSUKI)

（真樹ジムAICHI)


