
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

サトウ　タイキ コシバ　トア

☆佐藤　大輝 小柴　斗吾

マツモト　リアム セキ　マヒロ

☆松本　吏亜夢 関　真優

テラヤマ　リョウガ オガワ　レン

☆寺山　遼冴 小川　蓮武

タクダ　カズマ フナモト　ソラ

☆多久田　和馬 ☆舟本　空明
Bigbang アマチュア 女子ワンマッチ　1分30秒2R

ホシノ　カエデ シモダイラ　ココ

☆星野　楓 下平　ここ
Bigbang アマチュア ジュニアワンマッチ　1分30秒2R

ナガイ　ショウマ ヨシモト　コウシ

永井　翔馬 吉本　煌志

カミオ　リュウト スギヤマ　ミイル

神尾　琉飛 杉山　海瑠

マツモトライト ヨシモト　オウシ

松本　来斗 吉本　鷹志

フタミ　リュウスケ ニッタ　ライト

二見　竜丞 新田　礼人

ババ　アイキ ムライ　ギリュウ

馬場　藍希 村井　義龍

タカハシ　カイレン ツノダ　ジンタロウ

高橋　海蓮 角田　仁太郎

キクチ　ケイト ナガトモ　ユウジ

菊地　慧斗 長友　悠志

オノセ　セイヤ ヤマウチ　イッセイ

小野瀬　聖也 山内　一誠

タカハシ　キリョウ カツマタ　カリン

高橋　稀涼 勝又　香琳

タカノ　セナ ニシウミ　リキ

髙野　瀬名 西海　力

ヤスノ　リュウシン ナガイ　リョウマ

安野　龍信 永井　龍馬

サカヨリ　シュレア イシワタ　タクム

酒寄　珠玲葵 石渡　拓舞

ヤマザキ　アオイ セト　ヒビキ

山崎　碧泉 瀬戸　響貴

オオシカ　アイキ サカモト　アラシ

大鹿　愛輝 坂本　嵐

クダカ　タイチ アマガサ　ショウ

久高　大知 天笠　将

ヤマダ　セイヤ アイミ　リカ

山田　誓也 相見　梨夏

ノザキ　タイジュ シラカワ　タイチ

野崎　大珠 白川　泰地

マツダ　タイキ エンドウ　コタロウ

松田　大輝 遠藤　虎太郎

フナモト　ソラ コウサカ　アヤト

☆舟本　空明 高坂　文都

☆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25試合 （冶政館江戸川道場） 0-2 （ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ）

第24試合 （谷山ジム） 0-3 （TSK japan)

第23試合 （平井道場） 0-3 （クロスポイント大泉）

第22試合 （ミクニスポーツジム） 3-0 （TRY HARD GYM)

第21試合 （PAL-GYM) 2Ｒ　ＫＯ （菅原道場）

第20試合 （ZERO) 3-0 （キングジム）

第19試合 （HEAT) 0-2 （チューティンムエタイ）

第40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）2017年6月4日(日)

赤 青

第1試合 （TSK japn) 3-0 （練馬チャンデットジム）

第2試合 （ZERO) 0-0 （エイワスポーツ）

第4試合 （K-1ｼﾞﾑ横浜） 0-2 （冶政館江戸川道場）

第3試合 （TEAME TEPPEN) 3-0 （ウィラサクレック西川口）

第5試合 （LEGEND) 3-0 （TRY HARD GYM)

第8試合 （TSK japan) 0-3 （HEAT)

第7試合 （AXSPEAR池袋） 2-0 （練馬チャンデットジム）

第10試合 （Refre'K) 0-3 （練誠塾）

第9試合 （ZERO) 1Ｒ　ＫＯ （練馬チャンデットジム）

第12試合 （Refre'K) 3-0 （ZERO)

第11試合 （AXSPEAR池袋） 0-2 （エイワスポーツ）

第14試合 （相模原Sジム） 0-2 （AXGYM)

第13試合 （Refre'K) 3-0 （AXGYM)

第16試合 （PAL-GYM) 0-3 （TSK japan)

第15試合 （PAL-GYM) 3-0 （HEAT)

第18試合 （ドージョー☆シャカリキ） 0-3 （チューティンムエタイ）

第17試合 （鍛錬会） 0-0 （AXSPEAR池袋）



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 タイトルマッチ　1分30秒3R

ナカジマ　ライキ マツタニ　キナ

中島　雷己 松谷　梛

ソガ　コウシ アカツチ　タケル

曽我　昂史 赤土　剛琉

タナカ　コウセイ カイ　ハヤト

田中　恒星 甲斐　隼人

オオニシ　リュウキ スギヤマ　ソラ

大西　竜輝 杉山　空

ウラタ　タクマ サカヨリ　シュリ

浦田　拓真 酒寄　珠璃

ノダ　ショウタ サイトウ　リュウノスケ

野田　翔太 齊藤　龍之介

カツラ　エイジ ササキ　フウキ

桂　英慈 佐々木　風輝

ナカムラ　コウメイ ムライ　ユウセイ

中村　功明 村井　雄誠
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

カワシマ　トモヤ クマガヤ　リュウセイ

川島　智也 熊谷　龍聖

オガワ　サトシ アベ　リョウタロウ

小川　智 阿部　亮太朗

サエグサ　マサヤ ヨシダ　リンタロウ

三枝　正弥 吉田　凜汰朗

モチヅキ　リュウノスケ ババ　ヒロキ

望月　龍之介 馬場　寛樹

タカダ　マサト スギモト　ケイゴ

髙田　眞人 杉本　圭悟

キノシタ　コウヤ マエカワ　ケンジ

木下　昂也 前川　健二

ネモト　カズヤ シマネ　ユタカ

根本　和弥 島根　豊

コバヤシ　タクミ セキグチ　ミチオ

小林　匠 関口　通雄

ジョ　ウ　ケン ササキ　シュン

ＸＶＹＵＸＶＡＮ 佐々木　駿

ムナカタ　タカヒロ フリハタ　ケンジ

宗形　隆寛 降旗　健嗣
Bigbang  アマチュア ジュニア　ワンマッチ　1分30秒2R

サトウ　タイキ ヤザキ　アレン

☆佐藤　大輝 矢﨑　歩蓮

マツモト　リアム ヨシナリ　シモン

☆松本　吏亜夢 吉成　士門

テラヤマ　リョウガ ナガイ　テンマ

☆寺山　遼冴 永井　天馬

タクダ　カズマ オオムラ　ナオキ

☆多久田　和馬 大村　修輝
Bigbang  アマチュア 女子　ワンマッチ　1分30秒2R

ホシノ　カエデ サトウ　ルナ

☆星野　楓 佐藤　瑠南
Bigbang  アマチュア ワンマッチ　1分30秒2R

アレックス　アレン フセ　ユウヤ

☆ALEX ALLEN 布施　有弥

☆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49試合 （浜松BLITZ) 0-0 （キックボクシングジムＫＩＸ）

第32試合 （クレイン） Bigbang45Kg級
新チャンピオン （笹羅ジム）

第48試合 （LEGEND) 3-0 （VERTEX)

第33試合 （TEAM TEPPEN) Bigbang50Kg級
新チャンピオン （エイワスポーツ）

第35試合 （TSK japn) 0-3 （ミクニスポーツジム）

第27試合 （鍛錬会） Bigbang28Kg級
防衛 （キングジム）

第40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）2017年6月4日(日)

赤 ンぴ音

第26試合 （練誠塾） Bigbang25Kg級
新チャンピオン （VALLELY)

第28試合 （LEGEND) Bigbang31Kg級
防衛 （エイワスポーツ）

第29試合 （LEGEND) Bigbang34Kg級
新チャンピオン （HEAT)

第30試合 （谷山ジム Bigbang37Kg級
新チャンピオン （ドージョー☆シャカリキ）

第31試合 （TEAM TEPPEN) Bigbang40Kg級
新チャンピオン （ドージョー☆シャカリキ）

（K-1ジム横浜） 0-3 （TRY HARD GYM)第34試合

第36試合 （湘南格闘クラブ） 0-2 （VERTEX)

第37試合 （湘南格闘クラブ） 0-1 （ミクニスポーツジム）

第38試合 （キックボクシングジムＫＩＸ） 1-2 （真樹ジムＡＩＣＨＩ）

第39試合 （TSK japan) 2-0 （ミクニスポーツジム）

第40試合 （TRY HARD GYM) 0-3 （ミクニスポーツジム）

第41試合 （キングジム） 0-3 （ミクニスポーツジム）

第42試合 （TRY HARD GYM) 2月1日 （真樹ジムＡＩＣＨＩ）

第43試合 （キングジム） 0-3 （士道館ひばりヶ丘ジム）

第44試合 （TSK japn) 2-0 （練馬チャンデットジム）

第47試合 （K-1ｼﾞﾑ横浜） 3-0 （パワーオブドリーム）

第45試合 （ZERO) 0-3 （チューティンムエタイ）

第46試合 （TEAME TEPPEN) 2-0 （AXSPEAR池袋）


