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

Jr.Bクラス　1分30秒×2R

○福田 彪真 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ) VS 北林 太陽 （湘南格闘クラブ )
        

本間 陸斗 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ) VS 藍希 （WSR )
ドロー

○石渡 悠真 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ ) VS 陸斗  （WSR )

○石渡 拓舞 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ ) VS 大竹 礼央 （FLY SKY GYM )

品川 陽尊 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ) VS 由輝 （WSR )○

第６試合 ○石田 詩 （はまっこムエタイジム ) VS 高橋 イサイアス （FLY SKY GYM )

Jr.Aクラス　2分×2R

① VS ②

③ VS ④

大野 温喜 （T-BEAST ) VS 中島 将吾 （尚武会 )
ドロー

女子　1分３０秒×２R

○田丸 茜 （はまっこムエタイジム ) VS 池田 康子 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

○奥脇 奈々 （はまっこムエタイジム ) VS 田中 千草 （レーング東中野 )

瑠璃 （京都亀岡ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ ) VS 加藤 みどり （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )
ドロー

Jr.Bクラス　1分30秒×2R

本間 陸斗 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ) VS 竜馬 （WSR )○

石渡 悠真 （チューテインジム ) VS 角貝 覇人 （はまっこムエタイジム )○

福田 彪真 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ) VS 石田 詩 （はまっこムエタイジム )○

石渡 拓舞 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ ) VS 由輝 （WSR )○

Jr.Aクラス　2分×2R

中島 将吾 （尚武会 ) VS 品川 朝陽 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )○

Bクラス　2分×2R

○渡辺 みつる （ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝｼﾞﾑ ) VS 中村 慎吾 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

○安澤 一馬  （ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝｼﾞﾑ ) VS 内之倉 永遠 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

第15試合

第16試合

第17試合

第1試合

第8試合

第7試合
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第2試合

第3試合

第5試合

第12試合

第9試合

第4試合

第10試合

第11試合

第14試合

第19試合

第18試合

第13試合



久保田 悠悟 （ｱﾌﾞﾚｲｽﾞｷｯｸｼﾞﾑ ) VS 高木 達也 （はまっこムエタイジム )○

第21試合 DANIEL GOUL （FLY SKY GYM ) VS 難波 義征 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )
ドロー

第22試合○山下 尚輝 （京都亀岡ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ ) VS 澤田 篤希 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

第23試合○古谷 勝教 （京都亀岡ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ ) VS 久道 賢（ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

第24試合 ○渡邉 泰斗 （FLY SKY GYM ) VS 若林 健太 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

Jr.Aクラス　2分×2R

第25試合 ○小宮山 玲虎  （尚武会 ) VS 吉成 士門  （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ )

第26試合 第７試合 勝者 VS 第８試合 勝者

Bクラス　2分×2R

立澤 宏修 （ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗｲﾌｼﾞﾑ ) VS 中村 慎吾 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )
ドロー

Jr.-35kg　BOMタイトルマッチ　2分×3R （延長1R ) 

中野 翔伍 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ) VS バンフース 小次郎 （尚武会 )○

Jr.Aクラス　2分×２R

○大野 恩喜 （T-BEAST ) VS 品川 朝陽 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

Aクラス　2分×2R

○菅原 翔太 （FLY SKY GYM ) VS 篠塚 和也 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )

中根 真淑  （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ) VS 高岡 洋一 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )
ドロー

ゆきちゃん （尚武会 ) VS 岡見 拓哉 （ｴｲﾜｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ )○

−65kg BOMタイトルマッチ　2分×3R （延長1R )

長尾 侑亮 （ｱﾌﾞﾚｲｽﾞｷｯｸｼﾞﾑ ) VS 寺西 泰幸 （TSKジャパン )○

30kgトーナメント出場者

第30試合

第31試合

第32試合

第28試合

第33試合

第29試合

第27試合

第20試合

①

⑤
大野 星海 （T-BEAST）

天馬 （WSR )

梅本 羅司 （はまっこムエタイジム )

花岡 竜 （尚武会 )

花岡 竜 （尚武会 )

②

③

④

30kgトーナメント表


