
赤コーナー　～RED CORNER～ 青コーナー　～BLUE CORNER～

Jr.Aクラス　２分×2R

大野　星海 （T-BEAST) ○ VS 品川 陽尊 （エイワスポーツジム)

～32.5kg 　ランキング　 リーグ戦 　2分×2R(延長1R)

堀　太虎　 ( 橋本道場) ○ VS 石渡　悠真 （チューティンジム)

～40kg 　王者決定トーナメント　2分×2R(延長1R)

赤羽根　烈 ① VS ○ ② 安本　晴翔

奈良　満千春 ③ VS ○ ④ 田丸　辰

大野　温喜 ⑤ VS ○ ⑥ 鈴木　太尊
Bクラス　2分×2R

井口　良一 　(DOBUITA) ○ VS 和田　憲児　 (エイワスポーツジム)

水越　夏気　( STRUGGLE ) ○ VS 　久道　賢　 ( エイワスポーツジム )

比嘉　繁太　(花澤ジム ) ○ VS 若林　健太　 ( エイワスポーツジム )

Aクラス　2分×2R

佐野　祐馬　 (創心会) VS ○ 中田　裕司　 (STRUGGLE)

～35kg 　ランキング戦　2分×2R(延長1R)　

小泉　一成　(谷山ジム) ○ VS 中島　将吾　(尚武会)

Jr.Aクラス　２分×2R

大野　星海（T-BEAST ) ○ VS 石渡　拓舞　 (チューティンジム)

～32.5kg 　ランキング　 リーグ戦 　2分×2R(延長1R)

堀　太虎 　(橋本道場) ○ VS 中野　将吾 （エイワスポーツジム)

～45kg 　ランキング戦　2分×2R(延長1R)　

赤羽根　烈 　(フリー) VS ○ 佐々木　雄汰 　(尚武会)

～40kg 　王者決定トーナメント　2分×2R(延長1R)

田丸　辰　④ ○ VS ⑥　鈴木　太尊
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女子クラス　1分30秒×2R

田村　由美子 　(STRUGGLE) △ VS △ 加藤　みどり (ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ)

Bクラス　2分×2R

野村　正 （ゴールドライフ) ○ VS 和田　憲児 （エイワスポーツジム)

田中　仁　 (湘南格闘クラブ) VS ○ 久道　賢　 (エイワスポーツジム)

Aクラス　2分×2R

齊藤　信次郎　 (創心会) △ VS △ 中田　裕司　 (STRUGGLE)

ムエタイ・マスターズ　Bクラス　2分×2R

ユキちゃん　( 尚武会) VS ○ 勝又　亘 　(SUCCEED)

上山　吉春　( STRUGGLE) ○ VS 相澤　貴史　(湘南格闘クラブ)

金　昌熙　 (WSR) VS ○ Jude Martinez　 (DOBUITA)

～32.5kg 　ランキング　リーグ戦　2分×2R(延長1R)

石渡　悠真　 (チューティンジム) VS ○ 中野　将吾 （チューティンジム)

～40kg 　王者決定トーナメント　リーグ戦　2分×2R(延長1R)

鈴木　太尊　⑥ VS ○ ②　安本　晴翔

ムエタイ・マスターズ　Bクラス　2分×2R

鈴木　光 　( A BLEAZ KICK) VS ○ 齊藤　光 　(SUCCEED)

伊藤　博　( 湘南格闘クラブ) △ VS △ 渡邉　晴義 　 (STRUGGLE)

上地　良大　 (平井ジム) VS ○ 臼井　実　 (エイワスポーツジム)

角田　弘　 ( STRUGGLE) ○ VS 清野　健一　 (エイワスポーツジム)

Jr.Aクラス　２分×2R

小泉　一成 　(谷山ジム) △ VS △ 奥平　将太 (平井ジム)

～28.5kg 　BOMタイトルマッチ　2分×3R(延長1R)

花岡　竜 （ 尚武会) ○ VS 吉成　士門 （チューティンジム)

～32.5kg　BOMタイトルマッチ　2分×3R(延長1R)

吉成　名高　 (チューティンジム) ○ VS 小宮山　怜虎　(尚武会)

～35kg　　BOM、WPMFダブルタイトルマッチ　　　　2分×3R(延長1R)

中島　将吾　 ( 尚武会) ○ VS 品川　朝陽　 (エイワスポーツジム)

～40kg 王者決定トーナメント　リーグ戦　2分×2R(延長1R)　

　安本　晴翔　② ○ VS ④　田丸　辰
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～62kg 　ランキング戦　2分×2R(延長1R)　

佐野　貴信 　(創心会) ○ VS 池田　誠　 (ゴールドライフジム)

ムエタイ・マスターズ　Aクラス　2分×2R　(延長1R)

ユキちゃん　( 尚武会) ○ VS 尊師 　(第６サティアン)

長岡　誠仁　 (湘南格闘クラブ) ○ VS 黒田　洋介　 (A　BLEAZ　KICK)

梓　ノリオー　 (エイワスポーツ) VS ○ 下町のDちゃん　 (平井ジム)

特別試合　Aクラス　2分×2R　(延長1R)

萩原　智宣　 (PHOENIX) VS ○ Jude Martinez 　(DOBUITA)

プロの部

　第38試合　WPMFミドル級(～72.57kg)　３分３R　(延長なし) (肘なし)

小嶋広樹 （ WSRフェアテックス) ○ VS 豊N720 　 ( エイワスポーツジム)

　第39試合　WPMFバンタム級(～53.52kg)　３分 5 R　　(延長なし) (肘あり)

ジョッキーレック 　 (GTジム) ○ VS テル　 (尚武会)

　第40試合  WPMF スーパーフライ級（～52.16kg）タイトルマッチ ３分５R（延長なし) (肘あり)
　(セミファイナル)

松﨑 公則 （struggle） VS ○ 片島 聡志 （WSRフェアテックス)

　第41試合　WPMF世界スーパーライト級暫定王者決定戦（～63.50kg） ３分５R (延長なし) (肘あり)

　(メインイベント)

カノンスック （WSRフェアテックス） ○ VS MITSURU　 ( ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ)
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○

× ×

石渡　悠真(チューティンジム)

鈴木　太尊

○
第23試合第32試合

第14試合 第23試合
○

第32試合 第14試合
×

5試合目の勝者
安本　晴喜

第22試合目
○×

32.5kgリーグ表

堀　太虎 石渡　悠真 中野　将吾

堀　太虎(橋本道場)

3試合目の勝者

5試合目の勝者
田丸　辰 安本　晴喜 鈴木　太尊

中野　将吾(エイワスポーツジム)

第22試合目
×

第12試合目

40kgトーナメント出場者 40kgトーナメント表

奈良　満千春 (尚武会) 赤羽根　烈 ①

安本　晴翔 (橋本道場) 安本　晴翔 ②

奈良　満千春 ③

鈴木　太尊 (谷山ジム) 田丸　辰 ④

田丸　辰 (平井ジム) 大野　温喜 ⑤

大野　温喜 (T-BEAST)

4試合目の勝者
田丸　辰

BOM　40kgチャンピオン

安本　晴翔

赤羽根　烈 (フリー) 鈴木　太尊 ⑥

40kg　リーグ表

40kgリーグ戦
4試合目の勝者

第2試合目
○

第12試合目
○

第2試合目
×

3試合目の勝者


