第1回 BOM アマチュア大会
2013／5／12／sun 11:00 OPEN 11:30 START

赤コーナー ～RED CORNER～

青コーナー ～BLUE CORNER～

～35kgトーナメント 2分×2R(延長1R) 一回戦
○田丸 辰(平井ｼﾞﾑ) VS 菅野 龍(尚武会)

第1試合
第2試合

玉川 らいと(晴山塾) VS ○ﾊﾞﾝﾌｰｽ小次郎(尚武会)

第3試合

中島 将吾(尚武会) VS ○奥平 将太(平井ｼﾞﾑ)

Jr.Bクラス 1分30秒×2R
○中野 翔伍(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS 花岡 竜(尚武会)

第4試合

和田 健(Y'zDｼﾞﾑ) VS ○佐藤 太貴(極真館 古賀道場)

第5試合

○皆川 善太(Y'zDｼﾞﾑ) VS 佐伯 藍(ｻｸｼｰﾄﾞ)

第6試合

品川 陽尊(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○石渡 拓舞(ｻｸｼｰﾄﾞ)

第7試合
第8試合

○金子 将也(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS 工藤 隆太(Y'zDｼﾞﾑ)

第9試合

○中野 翔伍(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS 石渡 悠真(ｻｸｼｰﾄﾞ)
内之倉 永遠(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○佐藤 太貴(極真館 古賀道場)

第10試合

Jr.Aクラス 2分×2R
第11試合

小岩 生玖(BE FAMILY NEO) VS ○吉成 士門(ｻｸｼｰﾄﾞ)

第12試合

山内 トウヤ(BE FAMILY NEO) VS ○小宮山 怜虎(尚武会)

女子クラス 1分30秒×2R
池田 康子(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○佐々木 蝶里(尚武会)

第13試合

ボクシングトーナメント〈-60kg〉 2分×2R 一回戦
第14試合

山根 和剛(ﾙﾈｻﾝｽ天王町) VS ○矢沢 忠宣(GOLD GYM 湘南)

第15試合

宇野 楓麻(ﾙﾈｻﾝｽ天王町) VS ○片山 高志(GOLD GYM 横須賀)

ボクシングワンマッチ 2分×2R
綿貫 則夫(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○服部 聡(ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｻｳｽ東京)

第16試合
第17試合

○片桐 拓弥(ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ馬車道) VS 小川 達也(ﾙﾈｻﾝｽ天王町)

～35kgトーナメント 2分×2R(延長1R) 二回戦
第18試合

品川 朝陽(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○田丸 辰(平井ｼﾞﾑ)

第19試合

○ﾊﾞﾝﾌｰｽ小次郎(尚武会) VS 奥平 将太(平井ｼﾞﾑ)

Aクラス 2分×2R
第20試合

稲子 優耶(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○城戸 良星(平井ｼﾞﾑ)

Bクラス 2分×2R
第21試合

柴 隆太郎(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○大塚 大樺(A.K.G)

第22試合

久道 賢(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○長尾 侑亮(A.K.G)

赤コーナー ～RED CORNER～

青コーナー ～BLUE CORNER～

Bクラス 2分×2R
第23試合○大西

拳伍(極真館 さいたま中央支部) VS 大塚 大輔(A.K.G)
△上野 透(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS △大山 航平(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ)

第24試合

○村松 悠平(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS 村上 涼(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ)

第25試合
第26試合

○Peoples Devin Julius(Y'zDｼﾞﾑ) VS ﾓﾘｿﾝ ｷｰｽ(ﾗｼﾞｬｻｸﾚｯｸｼﾞﾑ)
東 満祐(Y'zDｼﾞﾑ) VS ○宮崎 将吾(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ)

第27試合

△高岡 洋一(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS △高木 ノコ(ﾗｼﾞｬｻｸﾚｯｸｼﾞﾑ)

第28試合

○古川 豊(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS 遊佐 真介(極真館 古賀道場)

第29試合

～35kgトーナメント 2分×2R(延長1R) 決勝
○田丸 辰(平井ｼﾞﾑ) VS ○ﾊﾞﾝﾌｰｽ小次郎(尚武会)

第30試合

ボクシングトーナメント〈-60kg〉 2分×3R 決勝
第31試合

矢沢 忠宣(GOLD GYM 湘南) VS ○片山 高志(GOLD GYM 横須賀)

Aクラス 2分×2R
第32試合
第33試合

難波 義征(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○鈴木 貫(平井ｼﾞﾑ)
塩井 道岳(ﾚｸﾞﾙｽ池袋) VS ○城戸 良星(平井ｼﾞﾑ)

第34試合

篠塚 和也(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○大塚 大樺(A.K.G)

第35試合

中屋敷 健治(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○長尾 侑亮(A.K.G)

第36試合

岡見 拓哉(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ) VS ○菊地 先(極真館 さいたま中央支部)

～35kgトーナメント表

～35kgトーナメント参加選手

①品川 朝陽

品川 朝陽(ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ)

②田丸 辰

菅野 龍(尚武会)

③菅野 龍

中島 将吾(尚武会)

④玉川 らいと

ﾊﾞﾝﾌｰｽ小次郎(尚武会)

⑤ﾊﾞﾝﾌｰｽ小次郎

玉川 らいと(晴山塾)

⑥中島 将吾

奥平 将太(平井ｼﾞﾑ)

⑦奥平 将太
※当日、抽選で決定

～60kgボクシングトーナメント

田丸 辰(平井ｼﾞﾑ)
～60kgボクシングトーナメント参加者

①山根 和剛

宇野 楓麻(ﾙﾈｻﾝｽ天王町)

②矢沢 忠宣

山根 和剛(ﾙﾈｻﾝｽ天王町)

③宇野 楓麻

矢沢 忠宣(GOLD GYM 湘南)

④片山 高志
※当日、抽選で決定

片山 高志(GOLD GYM 横須賀)

