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

Jr.ワンマッチ　１分30秒×２Ｒ

○馬場 藍希 (WSR池袋) VS 田邊 美瑠 （橋本道場)
　　　　　　　　 ばば あいき たなべ  みりゅう

花澤 悠 斗（モンスタージム） VS 田邊 日向 （橋本道場)○
はなざわ ゆうと たなべ ひゅうが

津村 優羽 （堀切KMC 桜） VS 竹内 大鉱 （新興ムエタイジム）○
つむら ゆう たけうち ひろき

○石渡 悠真 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ） VS 渡辺 爽斗 （晴山塾）
いしわた ゆうま わたなべ みんと

Jr.トーナメント　２分×２Ｒ

第５試合 西 羽颯 （TARGET） VS  竹田 哲紳 （WSR池袋） ○

第６試合 ○白川 泰地 （WSR蕨） VS 近藤 大真 （WSR天王台）

野崎 大珠（モンスタージム） VS  黒木 涼耶 （WSR池袋）○

 須方 星 （TARGET） VS 菱沼 蓮一 （堀切KMC桜 ） ○

玉川 らいと （晴山塾） VS  侃 P・K （練馬チャンデット）○

中島 将吾 （尚武会） VS 吉成 名高 （チューティンムエタイジム）○

一般Ｂクラス　２分×２Ｒ
川上 総司 （ウルフキックボクシングジム） VS 友澤 元気 （エイワスポーツジム）○

かわかみ そうじ ともさわ げんき

○佐藤　信之 （ウルフキックボクシングジム） VS 若林 健太 (エイワスポーツジム)
さとう のぶゆき わかばやしけんた

○斉藤 洸平 （リバイバルジム） VS 山本 哲也 （エイワスポーツジム）
さいとう こうへい やまも とてつや

○斉藤 佑希 （リバイバルジム） VS 五月女 将 （ウルフキックボクシングジム）
さいとう ゆうき そうとめ たすく

小笠原 篤 （新興ムエタイジム） VS 岡野 賢 （ReBORN経堂）○
おがさわら あつし おかの けん

柴田 ゆ き（尚武会） VS 山崎 達美 （ウルフキックボクシングジム）○
しばた ゆき やまざき たつみ

女子　１分30秒×２Ｒ

○加藤 みどり （エイワスポーツジム） VS 照井 愛未 （ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾃｲﾙ）
かとう みどり てるい まなみ

Jr.ワンマッチ　１分30秒×２Ｒ

○馬場 藍希 （WSR池袋） VS 桜井 嵐 （橋本道場）
ばば あいき さくらい あらし

一般Ｂクラス　２分×２Ｒ
佐藤 和哉 （エイワスポーツジム） VS 川上 総司 （ウルフキックボクシングジム）○

さとう かずや かわかみ そうじ

Jr.トーナメント　２分×２Ｒ

龍馬 （WSR蕨） VS  竹田 哲紳 （WSR池袋）○

黒木 弥月 （WSR池袋） VS 堀 竜吾 （橋本道場）○

錦部 京和 （堀切KMCさくら） VS 白川 泰地 （WSR蕨）○
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○吉成 士門 （チューティンムエタイジム） VS 岡崎 岩生 （キックボックス）

○天馬 （WSR蕨） VS 花岡 竜 （橋本道場）

古沢 友希 （堀切KMC桜） VS  内村 凛 （キックボックス）○

黒木 涼耶 （WSR池袋） VS  小宮山 怜虎 （尚武会）○

菱沼 蓮一 （堀切KMC桜） VS 堀 太虎 （橋本道場）○

○品川 朝陽 （エイワスポーツジム） VS 侃 P・K （練馬チャンデット）

○吉成 名高 （チューティンムエタイジム） VS 杉山 芧尋 （HEAT）

一般Ｂクラス　２分×２Ｒ
○福田 圭介 （ウルフキックボクシングジム） VS 林内 紀人 （エイワスポーツジム）

ふくだ けいすけ はやしうち のりと

～Jr.Ａ　２分×２Ｒ

小泉 旺介 （堀切KMC桜） VS 石渡 拓夢 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ）○
こいずみ おうすけ いしわた たくむ

○小泉 凛太郎 （堀切KMC桜） VS 福田 彪真 （エイワスポーツジム）
こいずみ りんたろう ふくだ ひょうま

△村井 義龍 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ） VS 悠斗 （WSR蕨）△
むらい きりゅう ゆうと

関口 聖矢 （モンスタージム） VS 相沢 晟 （TARGET)○
せきぐち せいや あいざわ じょう

○中野 将吾 （エイワスポーツジム） VS 坂本 樹 （ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾃｲﾙ）
なかの しょうご さかもと たつき

○安本 晴翔 （橋本道場） VS 田中 円規 （晴山塾）
やすもと はると たなか まどき

一般Ａクラス　2分×２R

鎌田 益弘 （尚武会） VS 佐々木 泰孝 （エイワスポーツジム)○
かまた ますひろ ささき やすたか

○藤原 勝裕 （HEAT) VS 中村 英行 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ）
ふじわら かつひろ なかむら ひでゆき

中根 真淑 （エイワスポーツジム) VS 斉藤 洸平 （リバイバルジム）○
なかね ますみ さいとう こうへい

○久道 賢 （エイワスポーツジム） VS 君塚 烈周 （WSR幕張）
ひさみち まさる きみずか たけひろ

○中尾 新太郎 （フリー） VS 若林 健太 (エイワスポーツジム)
なかお しんたろう わかばやしけんた

△皆川 裕哉 （KICK BOX) VS 篠塚 和也 （エイワスポーツジム）△
みながわ ゆうや しのずか かずや

～Jr.Ａ　２分×２R

石渡 拓夢 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ） VS 杉山 空 （HEAT）○
いしわた たくむ すぎやま そら

○小泉 凛太郎 （堀切KMC桜） VS 村井 雄誠 （ﾁｭｰﾃｨﾝﾑｴﾀｲｼﾞﾑ）
こいずみ りんたろう むらい ゆうせい

中根 真淑 （エイワスポーツジム) VS 滝口 幸成 （WSR幕張）○
なかね ますみ たきぐち ゆきなり

Jr.トーナメント　２分×２Ｒ

 ○竹田 哲紳 （WSR池袋） VS 堀 竜吾 （橋本道場）

白川 泰地 （WSR蕨） VS 吉成 士門 （チューティンムエタイジム）○

○天馬 （WSR蕨） VS 内村 凛 （キックボックス）

野崎 大珠 （モンスタージム） VS 小宮山 怜虎 （尚武会）○

品川 朝陽 （エイワスポーツジム） VS 吉成 名高 （チューティンムエタイジム）○
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