
計量9：30～試合開始11：00予定
※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

ナガサカ　チヒロ ノモト　コタロウ

☆長坂　千優 野本　琥太郎

コバヤシ　ヒナタ フカホリ　レイガ

☆小林　飛龍 深堀　零雅

オノ　コダイ カトウ　ハルト

☆小野　琥大 加藤　晴斗

サワダ　ヤマト イソガイ　ショウ

☆澤田　大和 磯貝　翔

ソガ　コウケン フジシロ　タイシ

☆曽我　好健 藤代　大志

オオシカ　レツキ ナガス　ユウト

☆大鹿　烈毅 長洲　優人

シガノ　マサト タグチ　リュウ

☆志賀野　真人 田口　竜
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

オノダ　モトキ イワタ　マサキ

☆小野田　元樹 岩田　柾

ノマ　シイナ ノモト　ユウタロウ

☆野間　海那 野本　悠太郎
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

オオヤマ　トモゾウ オオツカ　リク

大山　智蔵 大塚　莉玖

オオヤマ　ユウジロウ ウメザワ　ユウト

大山　勇士朗 梅澤　勇翔

ナガタ　シドウ タジマ　ヒナ

永田　獅童 田島　日菜

ヒラバヤシ　リュウ オグラ　ヒロム

平林　龍 小倉　大夢

ミヤザキ　トモキ ウメザワ　ユキ

宮崎　智貴 梅澤　結規

マツバラ　シリュウ スドウ　イブキ

松原　志隆 須藤　一颯

ヤベ　シャイン オガワ　コウメイ

矢部　釈音 小川　孔明

タケナカ　ユウシ ナカジマ　ライキ

竹中　悠獅 中島　蕾己

ワタナベ　ライナ ワタナベ　ショウタ

渡部　蕾 渡部　笑大

フジイ　スバル

藤井　昴 有園　夢翔

ヤベ　レイン タカハシ　リュウマ

矢部　羚音 髙橋　龍摩

カトウ　カイセイ コジマ　ソナタ

加藤　海聖 小島　奏方

ワタナベ　コトラ テヅカ　ルイ

渡邉　瑚虎 手塚　瑠維

フカホリ　ヒナリ イクタ　リュウク

深堀　姫愛 生田　瑠玖

コバヤシ　タクト オオシカ　トウキ

小林　拓斗 大鹿　統毅

コバヤシ　アイジ エチゼンヤ　リョウ

小林　亜維二 越前屋　亮

コジマ　カナタ エンドウ　コタロウ

小島　叶汰 遠藤　虎太郎

☆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

（新興ムエタイ）

第19試合 （冶政館江戸川道場） 3-0 （湘南格闘クラブ）

第20試合

第21試合

（谷山ジム） 3-0 （谷山ジム小田原道場）

（ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ）0-0

第1試合

第2試合 （新興ムエタイ）

（谷山ジム）

第10試合 （谷山ジム） 1ＲＫＯ （鍛錬会）

第3試合 （冶政館江戸川道場） 3-0 （新興ムエタイ）

第6試合 （湘南格闘クラブ） 0-1 （冶政館江戸川道場）

第5試合 （冶政館江戸川道場） 3-0 （ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ）

（ＴＳＫjapn) 3-0 （新興ムエタイ）第7試合

第9試合 （真樹ジムAICHI)

第49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
（神奈川県　伊勢原総合運動公園）2018年11月4日(日)

赤 青

第4試合 （ＰＡＬ-ＧＹＭ） 3-0 （ＴＳＫjapn)

（心成塾）

（TRY HARD GYM)2ＲＫＯ

2ＲＫＯ

2-0 （ＰＡＬ-ＧＹＭ）

第13試合 （谷山ジム） 0-3 （G-1 TEAM TAKAGI)

第12試合 （練成塾） 0-3 （鍛錬会）

第11試合 （谷山ジム） 0-3 （G-1 TEAM TAKAGI)

（心成塾） 0-3 （ＴＳＫjapn)

第14試合 （新興ムエタイ） 3-0 （G-1 TEAM TAKAGI)

第17試合

第16試合 （谷山ジム） 0-3 （ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ）

第15試合 （ＴＳＫjapn)

1-0 （TRY HARD GYM)

第8試合 （谷山ジム小田原道場） 3-0 （谷山ジム）

（鍛錬会） （練成塾）3-0

（VALLELY) 0-3 （練成塾）第18試合

第22試合 （Ｔ－ＫＩＸ） 2ＲＫＯ （ＶＥＲＴＥＸ）

第23試合

第24試合 （T.G.Y) 0-3 （湘南格闘クラブ）

第25試合 （新興ムエタイ） 2-0 （湘南格闘クラブ）

第26試合 （ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ） 0-3 （ＴＳＫjapn)



計量9：30～試合開始11：00予定
※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

コバヤシ　ジュン アオキ　レン

小林　淳 青木　廉

スギモト　ケイゴ ヤブサキ　ヒロオミ

杉本　圭悟 薮崎　博臣

ウチダ　ソウヤ オノダ　カズキ

内田　颯也 小野田　一樹

モガミ　タダナオ イノウエ　シュン

最上　忠直 井上　駿

イチムラ　コウキ ヨシダ　レオ

市村　滉季 吉田　怜央

タカハシ　カツヒコ ツルマキ　セイヤ

髙橋　勝彦 鶴巻　清也

トミタ　ケンスケ スドウ　タクマ

冨田　賢輔 須藤　拓真

マツオカ　テルユキ ムラマツ　ヒロマサ

松岡　輝行 村松　寛昌

ハネダ　カイト テヅカ　タクヤ

羽根田　開斗 手塚　拓也
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

シノミヤ　カズミ フカホリ　ナオコ

四宮　一美 深堀　直子

オハラ　ココ サイトウ　アヤノ

小原　ここ 齊藤　彩乃
Bigbang アマチュア ジュニアタイトルマッチ　1分30秒2R

コマキネ　トシカズ サトウ　ハヅキ

駒木根　稔和 佐藤　羽叶

マツタニ　キナ ウラタ　ユウガ

松谷　梛 浦田　優雅

ソガ　コウシ ババ　イツキ

曽我　昂史 馬場　樹

トコロ　フウガ タカノ　セナ

所　風雅 高野　瀬名

マツモト　リアム ヤマザキ　ミナト

松本　吏亜夢 山崎　湊
Bigbang アマチュア 女子タイトルマッチ　1分30秒2R

マツタニ　キラ ヘン　ナルミ

松谷　綺 辺　成玉
Bigbang アマチュアジュニア ワンマッチ　1分30秒2R

ナガサカ　チヒロ タジマ　カズマ

☆長坂　千優 田島　和磨

コバヤシ　ヒナタ ウメザワ　ユラ

☆小林　飛龍 梅澤　結羅

オノ　コダイ ソショウ　ヒロ

☆小野　琥大 曽祥　弘宇

サワダ　ヤマト イソガイ　ジュン

☆澤田　大和 磯貝　潤

ソガ　コウケン カミオ　リュウト

☆曽我　好健 神尾　龍飛

オオシカ　レツキ タカハシ　キリョウ

☆大鹿　烈毅 髙橋　稀涼

シガノ　マサト フジシロ　ミク

☆志賀野　真人 藤代　姫來
Bigbang アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

オノダ　モトキ タナアミ　アイト

☆小野田　元樹 田名網　藍斗

ノマ　シイナ マツザキ　ダイスケ

☆野間　海那 松崎　大介

コバヤシ　アイジ ウラタ　タクマ

小林　亜維二 浦田　拓真

☆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

（Refre'K)

第27試合

第28試合

第29試合

第30試合

第31試合

（湘南格闘クラブ） 0-3 （Refre'K)第32試合

（T.G.Y) 1ＲＫＯ （ＴＳＫjapn)

（真樹ジムAICHI) 0-3 （Ｔ－ＫＩＸ）

第42試合 （ＺＥＲＯ）
１分30秒3R

Bigbang40Kg級
決定戦

（キクチ　ジム）

（新興ムエタイ） 0-3 （谷山ジム小田原道場）

（新興ムエタイ） 1ＲＫＯ （T.G.Y)

（ＶＥＲＴＥＸ） 0-3

第37試合 （TRY HARD GYM) 3-0 （鍛錬会）

第38試合 （ＴＳＫjapn)
１分30秒3R

Bigbang25Kg級
決定戦

（ＰＡＬ-ＧＹＭ）

第44試合

第45試合

（谷山ジム）

（新興ムエタイ）

3-0

1ＲＫＯ

（鍛錬会）

（G-1 TEAM TAKAGI)

第43試合 （VALLELY)
１分30秒3R
Bigbang女子

45Kg級　防衛戦

第41試合 （Refre'K)
１分30秒3R

Bigbang34Kg級
防衛戦

（ＰＡＬ-ＧＹＭ）

第40試合 （鍛錬会）
１分30秒3R

Bigbang31Kg級
防衛戦

（Ｔ－ＫＩＸ）

第39試合 （VALLELY)
１分30秒3R

Bigbang28Kg級
決定戦

（冶政館江戸川道場）

（心成塾） 0-3 （Refre'K)

（心成塾） 0-3 （ＴＳＫjapn)

（新興ムエタイ） 0-3 （ＶＥＲＴＥＸ）

（心成塾）

（鍛錬会）

第49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
（神奈川県　伊勢原総合運動公園）2018年11月4日(日)

赤 青

第53試合 （新興ムエタイ） 0-3 （谷山ジム

第47試合 （ＰＡＬ-ＧＹＭ） 0-2 （ＴＳＫjapn)

3-0 （ＶＥＲＴＥＸ）

第33試合

第34試合

第35試合

第36試合 （谷山ジム小田原道場） 0-3

（谷山ジム小田原道場）

第46試合 （冶政館江戸川道場） 1ＲＫＯ （谷山ジム）

第48試合 （冶政館江戸川道場） 3-0 （ＴＳＫjapn)

第49試合 （湘南格闘クラブ） 0-3 （ＰＡＬ-ＧＹＭ）

第50試合 （ＴＳＫjapn) 1ＲＫＯ （ＦＬＹＳＫＹ　ＧＹＭ）

第51試合

第52試合 （真樹ジムAICHI) 2ＲＫＯ （心成塾）


