
※赤文字の選手は2試合です

赤コーナー 青コーナー

第1試合 　高橋結人（Striking gym Ares）   　　　 VS 西岡史記（FOREST＋）

たかはしゆいと　　 8ozノーズガード無キッズ にしおかしき

6戦4勝1敗　120㎝　22㌔ 12戦6勝5敗1分　125㎝　23.5㌔

第２試合 　友田蒼葉（K-styie） VS 　菅谷陸眞（FOREST＋）

　　ともだあおば 8ozノーズガード無キッズ すがやりくま

キック4年　125㎝　25㌔ 2戦2勝　125㎝　24.5㌔

第3試合 　岸川永遠（大石ジム）　 VS 金子昌司（中島塾）第30試合

　きしかわとわ　　　　 16oz ノーズガード有大人 かねこまさし

初戦　172㎝　72㌔ 　4戦1勝3敗　175㎝　73㌔

第4試合 　福田秀一（中島塾） VS 　山下雄平（FOREST＋）22試合

　ふくだひでかず 16oz ノーズガード有大人 やましたゆうへい

初戦　170㌔　64㌔ 初戦　174㎝　63㌔

第5試合 　大瀬太郎（大石ジム）　 VS 杉浦辰徳（中島塾）第22試合

おおせたろう 16oz ノーズガード有大人 すぎうらたつのり

3戦2勝1分　177㎝　66㌔　　　 1戦１分　176㎝　65㌔

第6試合 　西野瑛人（Striking gym Ares）第18試合 VS 松本訓典（FOREST＋）

　にしのえいと　 8ozノーズガード無キッズ まつもとくんすけ

3戦1勝1敗1分　131㎝　31㌔ 　5戦4勝1敗　137㎝　33㌔

第7試合 佐藤璃睦（Striking gym Ares）第19試合 VS 松本将典（FOREST＋）

さとうりむ　　　　 8ozノーズガード無キッズ まつもとしょうすけ

6戦1勝5敗　134㎝　33㌔　　　　　　 1戦1敗　137㎝　33㌔

第8試合 　高石義貴（大石ジム） VS 　吉原実生（格技会アニマルハウス）第26試合

　　たかいしよしたか　 16oz ノーズガード有大人 よしわらみつき　

初戦　177㎝　69㌔　　　　　 　2戦2敗　174㎝　70㌔

第9試合 　佐藤　迅（大石ジム）第31試合　　 VS 小島孝浩（FOREST＋）

　さとうじん ヘビー級 こじまたかひろ

4戦3勝1敗　175㎝　80㌔以上 16oz ノーズガード有大人 2戦1勝1敗　173㎝　90㌔

第10試合 　平野功樹（修徳会）　第29試合 VS 　西岡豊記（FOREST＋）

　ひらのこうき　 8ozノーズガード無キッズ にしおかとき

15戦8勝7敗　140㎝　38.5㌔ 　5戦1勝4敗　42㌔
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第11試合 　岩本　蘭（修徳会）　　第25試合　　　　 VS 鴫原　新（FOREST＋）第27試合

　いわもとらん　　　　　　 8ozノーズガード無キッズ しぎはらじん

11戦6勝3敗2分　145㎝　40以下　　　　　　　　 10戦1勝8敗1分　141㎝　38㌔

第12試合 　梶田航士郎（GSB多治見）第27試合　　　 VS 山田涼太（FOREST＋）

　かじたこうしろう　　　　　　　　　 8ozノーズガード無キッズ やまだりょうた

6戦3勝3敗　142㎝　37㌔　　　　　 12戦1勝11敗　140㎝　35.5㌔

第13試合 　平野裕典（修徳会）　　　　　　 VS 杉林瞳吏（FOREST＋）

　ひらのゆうすけ　　　　　　　　　　 8ozノーズガード無キッズ すぎばやしとおり

15戦7勝6敗2分　130㎝　28.5㌔　　　　　　　　 12戦9勝1敗2分　133cm30㌔

第14試合 　奥村琉奈（大石ジム）第24試合 VS 　志水　陽（FOREST＋）

　おくむらるな 12oz ノーズガード有 しみずはる

1戦1勝　150㎝　49㌔ 3戦1勝2敗　159㎝　44㌔

第15試合 　杉浦ほのか（FOREST＋岩田） VS 　魚尾真紗子（FOREST＋）

　すぎうらほのか 　12ozノーズガード有 うおおまさこ

初戦　168㎝　57㌔ 2戦2敗　156㎝　56㌔

第16試合 　奥平兼盛（Striking gym Ares）　 VS 　武内成義（大石ジム）

おくだいらけんせい 8ozノーズガード無キッズ たけうちせいぎ

5戦2勝2敗1分　128.5㎝　28㌔　　 初戦　127㎝　28㌔

第17試合 　吉田彪真（Striking gym Ares）　　　 VS 黒部彪斗（FOREST＋）

　よしだひゅうま　 8ozノーズガード無キッズ くろべひゅうと

5戦3勝2敗　140㎝　33㌔　　 　15戦1勝10敗4分　140㎝　33㌔

第18試合 　西野瑛人（Striking gym Ares）第6試合 VS 黒部飛龍（FOREST＋）

　にしのえいと　 8ozノーズガード無キッズ くろべひりゅう

3戦1勝1敗１分　131㎝　31㌔　　 15戦7勝7敗１分　141㎝　32.5㌔

第19試合 　佐藤璃睦（Striking gym Ares）第7試合 VS 田中　塁（FOREST＋）

　さとうりむ 8ozノーズガード無キッズ たなかるい

6戦1勝5敗　134㎝　33㌔　　　　 初戦　133㌔　33㌔

第20試合 　藤原克貴（大石ジム） VS 青池広太（ストライクスジム）

　ふじわらかつき　　　　 16ozノーズガード有大人 あおいけこうた

2戦1勝1敗　170㎝　63㌔　　　　 3戦3敗　173㎝　65㌔
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第21試合 橋本北斗（大石ジム） VS 岡本由輝（修徳会）

　はしもとほくと　 16ozノーズガード有大人　 おかもとよしき

1戦1敗　160㎝　57㌔　　　　 2戦1勝１分　166㎝　57㌔

第22試合 　杉浦辰徳（中島塾）第5試合 VS 山下雄平（FOREST＋）第4試合

　すぎうらたつのり　　　　　 16ozノーズガード有大人 やましたゆうへい

1戦1分　176㎝　65㌔　　　　 初戦　174㎝　63㌔

第23試合 　嵯峨隆洋（FOREST＋岩田）　　　　 VS 　須場久記（FOREST＋）

　さがたかひろ ヘビー級 すばひさき

初戦　173㎝　86㌔ 16ozノーズガード有大人 初戦　175㎝　87㌔

第24試合 　奥村琉奈（大石ジム）第14試合 VS 　黒川　薫（ストライクスジム）

　おくむらるな　 12oｚノーズガード有女子 くろかわかおる

1戦1勝　150㎝　49㌔　　　　 　30戦6勝17敗7分　151㎝　50㌔

第25試合 　岩本　蘭（修徳会）第11試合　 VS 奥田一吾（FOREST＋）

　いわもとらん　　　　　 8ozノーズガード無キッズ おくだいちご

11戦6勝3敗2分　145㎝　-40     　　　　　　 3戦2勝1敗　143㎝　38㌔

第26試合 　小川惺也（大石ジム） VS 吉原実生（格技会アニマルハウス）第8試合

　おがわせいや　　 １６ozノーズガード有大人 よしわらみつき　

6戦3勝2敗　177㎝　70㌔　　　 2戦2敗　174㎝　70㌔

第27試合 　梶田航士郎（GSB多治見）第12試合 VS 鴫原　新（FOREST＋）第11試合

かじたこうしろう 8ozノーズガード無キッズ しぎはらじん

6戦3勝3敗　142㎝　37㌔　　　　　　 10戦1勝8敗1分　141㎝　38㌔

第28試合 　鈴木　颯（Striking gym Ares） VS 根木哲也（FOREST＋）

すずきそう 12ozノーズカード有 ねぎてつや

30戦18勝8敗4分　162㎝　50㌔　　 　53戦24勝18敗11分　156㎝　45㌔

STCチャンピオン FOREST＋杯チャンピオン

第29試合 　平野功樹（修徳会）第10試合 VS 片山　魁（FOREST＋）

　ひらのこうき　　　　　 8ozノーズガード無キッズ かたやまかい

15戦8勝7敗　140㎝　38.5㌔　　　 15戦14勝1敗　146㎝　37㌔

DBS-35㌔王者

第30試合 　金沢秀光（大石ジム） VS 金子昌司（中島塾）第3試合

　かなざわひでみつ １６ozノーズガード有大人 かねこまさし　

8戦6勝2敗1分　169㎝　72㌔　　 　4戦1勝3敗　175㎝　73㌔

第31試合 佐藤　迅（大石ジム）第9試合　　　　 VS 　大出直登（FOREST＋）

　さとうじん　　　　　　　 ヘビー級 おおでなおと

4戦3勝1敗　175㎝　80㌔以上　　　　　　　　 １6ozノーズガード有大人 　3戦2勝1敗　190㎝　80㌔以上

第32試合 長谷川大祐（TEAM　FOREST） VS 神田吉昭（中島塾）

はせがわだいすけ 16ozノーズカード無 かんだよしあき

シュートボクシングバンダム級 元プロボクサー　61歳

オヤジファイト　フェザー級王者　バンダム級王者
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チャレンジマッチ55㌔ボクシングルール　2分2R延長無し
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