
2022年　5月22日（日）　アマチュア大会　HOPE.3

赤コーナー 青コーナー
 

第1試合  

　　 すば　ひさき

第2試合

にしおか　こと

第3試合

きしがみ　あおと

第4試合

くろべ　ひりゅう

第5試合

やまだ　りょうた

第6試合

いながき　そうま

第8試合

　　にしおか　こと

第9試合

　　ふかだ　たいが

第10試合

　　　すがや　りくま

第11試合

　　くろべ　ひゅうと

第12試合

　かたやま　かい

　　　　　　　　　　　　　      　　　1分1R　90㌔以下　16ozノーズガード有

    須場　久記（FOREST＋）　　　　        　　VS　　　　　　　清水　昌雄（FOREST＋）

　　　175㎝　89㌔　45歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　179㎝　88㌔　36歳

　　　　　　　　　　　　      　  　　45秒1R　21㌔以下　　8ozフルフェイスキッズ

    西岡　胡音（FOREST＋）　第8試合　　　VS　　　　　　　臼井　希琉亜（FOREST＋）

　　　112㎝　20.6㌔　6歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115㎝　21㌔　6歳

　　　　　　　　　　　　　　       　 1分30秒1R　21㌔以下　8ozフルフェイスキッズ

   西岡　胡音（FOREST＋）　　　　　        　VS　　　　　　　　辻　大輝（StrikingGymAres）

　　　112㎝　20.6㌔　6歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115㎝　20.8㌔　6歳

　　　　　　　　　　　　　　　       1分30秒1R　24㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  深田　大雅（テンクローバージム）　      　VS　　　　　　　　　辻　愛翔（StrikingGymAres）

　　　117㎝　22.8㌔　6歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121㎝　24㌔　8歳

　　　　　　　　　　　　  　　　    　45秒1R　31㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

   岸上　碧兎（FOREST＋）　　　　　        　VS　　　　　　　菅沼　創多（FOREST＋）第37試合

　　　128㎝　26.8㌔　7歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124㎝　31㌔　8歳

　　　　　すぎうら　りゅうと

　　　　　　にしの　えいと

　　　　　　さんがわ　まなと

　すがぬま　そうた

　　　　　　　　　　　　　　　  　1分30秒1R　38㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  山田　涼太（FOREST＋）　　　  　　　　　　VS　　　　　　　　　杉浦　龍琥（MEIBUKAI）　第12試合

　143㎝　37㌔　11歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150㎝　38㌔　11歳

　　　　　　　　　　　　　　      1分30秒1R　31㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  稲垣　颯真（KI-Xファイトアカデミー）　　　VS　　　　　　　　　　西野　瑛人（StrikingGymAres）第23試合

　131㎝　29㌔　8歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133㎝　31㌔　10歳

　　　　　　　　　　　　　  　　　1分30秒1R　40㌔以下　　8ozノーズカード無しキッズ

  片山　魁（FOREST＋）　第24.43試合 VS　　　　　　　　　杉浦　龍琥（MEIBUKAI）

　　151㎝　38㌔　13歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150㎝　38㌔　11歳

　　　　　　　　　　　　    　　　1分30秒1R　27㌔以下　　8ozノーズガード無しキッズ

  菅谷　陸眞（FOREST＋）　第36試合　 　   VS　　　　　友田　蒼葉（Kｓｔｙe）　第32試合

　　128㎝　26.4㌔　9歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129㎝　26㌔　9歳

　　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒1R　35㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  黒部　彪斗（FOREST＋）　　　　  　VS　　　　　　　　　　　三川　愛翔（MEIBUKAI）

142㎝　34.5㌔　11歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145㎝　34㌔　10歳

　　　つじ　たいき

　　　つじ　まなと

　　　　ともだ　あおば

　　　さんがわ　まなと

　　　すぎうら　りゅうと

　　　　うすい　きるあ

　　　しみず　まさお

対戦表

　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒1R　35㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  黒部　飛龍（FOREST＋）　第13試合　　　　  VS　　　　　　　　三川　愛翔（MEIBUKAI）　第11試合

142㎝　32.9㌔　10歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145㎝　34㌔　10歳

※赤字の選手は2試合になります。
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第13試合

　くろべ　ひりゅう

第14試合

　まつもと　くんすけ すずき　えそら

第15試合

ささき　そら

第16試合

　まつもと　しょうすけ

第17試合

　にしおか　しき

第18試合

　　くろかわ　かおる

第19試合

　　じんぐうじ　うめ

第20試合

はやし　けいと しみず　まさき

第21試合

　しみず　はる

第22試合

　ささき　ほのか

第23試合

やまざき　けんしん

第24試合

かたやま　かい

　　　　　　　　　　　　　　   　1分30秒1R　32㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  山崎　拳慎（MEIBUKAI）　　　　   　 　VS　　　　　　　　　　　西野　瑛人（StrikingGymAres）

132㎝　31㌔　10歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133㎝　31㌔　10歳

　　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒2R　35㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  松本　訓典（FOREST＋）　　　　　    VS　　　　　　　　　　鈴木　慧空（MEIBUKAI）

　　141㎝　33.5㌔　11歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139.5㎝　33㌔　11歳

　　　やまざき　けんしん

　　なかがみ　いぶき

　　おがわ　さみ

　　　　　　　　　　　　　　   　1分30秒2R　26㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  西岡　史記（FOREST＋）　　　　   　VS　　　　　　　　　　　中神　一寿（修徳会）

　127㎝　25㌔　8歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124㎝　25.5㌔　7歳

　　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒2R　35㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  松本　将典（FOREST＋）　　　　　     VS　　　　　　　　　　中村　福太郎（テンクローバージム）

　140.5㎝　34㌔　9歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　136㎝　34㌔　9歳

　　　　　　　　　　　　　      　1分30秒2R　35㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  佐々木　大空（修徳会）　　　　　　    VS　　　　　　　　　　山本　凌己（テンクローバージム）

　132㎝　34㌔　9歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138㎝　34.4㌔　9歳

やまもと　りき

  神宮寺　梅（テンクローバージム）第29試合　VS　　　　　　　杉山　匠（OISHIGYM）

　　178㎝　65㌔　24歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　167㎝　64㌔　24歳

　      　　　　　　　　　　　　　　1分30秒2R　50㌔以下　12ozノーズガード有り

  黒川　薫（STRIKESジム）　第33試合　　      VS　　　　　　小川　紗南（OISHIGYM）

　　151㎝　49㌔　58歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155㎝　48.5㌔　26歳

　　      　ほそい　こじろう

　　　　　すぎやま　たくみ

　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒1R　33㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  黒部　飛龍（FOREST＋）　　　　　　  VS　　　　　　　　　　　山崎　拳慎（MEIBUKAI）　第23試合

142㎝　32.9㌔　10歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132㎝　31㌔　10歳

                                     1分30秒2R　65㌔以下　16ozノーズガード有り

　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒2R　44㌔以下　12ｏｚノーズガード有り

  佐々木　穂華（修徳会）　第33試合　　     　VS　　　　　　　細井　琥士郎（テンクローバージム）

150㎝　43㌔　13歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155㎝　43㌔　13歳

　　　　にしの　えいと

　　　　　　　　　　　　　　    1分30秒2R　41㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  片山　魁（FOREST＋）　　　　　   　 VS　　　　　　　　　　　河合　奏太朗（テンクローバージム）

151㎝　38㌔　13歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155.5㎝　40.3㌔　12歳

　　　かわい　そうたろう

　　　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒　2R　57㌔　16ozノーズガード有り

  林　慧人（テンクローバージム）    　VS　　　　　　　　　　　清水　真輝（OISHIGYM）

165㎝　57㌔　16歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　173㎝　57㌔　34歳

　　　　　　　　　　　　　　　   　1分30秒2R　45㌔以下　12ｏｚノーズガード有り

  志水　陽（FOREST＋）　第41試合     　VS　　　　　　　　　　村瀬　斗真（MEIBUKAI）

　162㎝　43㌔　14歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160㎝　48㌔　12歳

　　むらせ　とうま

　　　　なかむら　ふくたろう
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第25試合

　まつもと　まゆと

第26試合

　にしおか　とき

第27試合

　たなか　るい いとう　らんり

第28試合

　　はせがわ　まなと

第29試合

おくむら　としゆき

第30試合

　やまだ　たかひろ

第31試合

どき　たつや

第32試合

　すぎさわ　おうか

第33試合

　こばやし　かいゆう

第34試合

くろかわ　かおる

第35試合 原田　大馳（黄柳野高校）

はらだ　だいち

185㎝　72㌔　16歳

　　　　　　　　　　　　　　  　　1分30秒2R　50㌔以下　12ozノーズガード有り

  松本　真勇人（MEIBUKAI）　　     　  VS　　　　　　　　　犬塚　颯真（OISHIGYM）

　　161㎝　50㌔　15歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166㎝　47㌔　13歳

172㎝　70㌔　34歳

　　　　　　　　　　　　　　　    1分30秒2R　56㌔以下　16ozノーズガード有り

  長谷川　愛翔（テンクローバージム）VS　　　　　　　　　　　大野　右京（黄柳野高校）

165.9㎝　57.8㌔　14歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　168㎝　56㌔　17歳

たかいし　よしたか

　　　　　　　　　　　　　　   　1分30秒1R　65㌔以下　16ozノーズガード有り

  土岐　達也（格技会）　　　　　   　 　VS　　　　　　　　　　　豊角　陸斗（TSC）

168㎝　65㌔　26歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175㎝　65㌔　19歳

　　　とよづみ　りくと

　　　　　　　　　　　　　    　1分30秒2R　70㌔以下　16ozノーズガード有り

　　　　　　　　　　　　　   　　1分30秒2R　35㌔以下　８ｏｚノーズガード無しキッズ

  田中　塁（FOREST＋）　　　　　   　  VS　　　　　　　　　　　伊藤　神羽利（OISHIGYM）

135㎝　34㌔　9歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130㎝　35㌔　8歳

　VS 高石　義孝（OISHIGYM）

　　　　　　　　　　　　     　1分30秒2R　49㌔以下　12ｏｚノーズガード有り

  黒川　薫（STRIKESジム）　　　     　VS　　　　　　　　　　　奥村　琉奈（OISHIGYM）

151㎝　49㌔　58歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151㎝　49㌔　16歳

　　　いぬづか　そうま

　　　　　　　　　　　　　　　   1分30秒2R　43㌔以下　12ozノーズガード有り

  西岡　豊記（FOREST＋）　　　　 　   VS　　　　　　　　　　成瀬　颯人（OISHIGYM）

138㎝　42.7㌔　12歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150㎝　43㌔　11歳

　　なるせ　はやと

　　　おおの　うきょう

　　　　　　　　　　　　　　　        1分30秒　1R　65㌔以下　16ozノーズガード有り

  奥村　敏行（OISHIGYM）　　　　　　 VS　　　　　　　　　神宮寺　梅（テンクローバージム）

170㎝　62㌔　40歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178㎝　65㌔　19歳

じんぐうじ　うめ

あつみ　しょう

　　　　　　　　　　　　　   　　1分30秒2R　27㌔以下　8ozノーズガード無しキッズ

  杉澤　生煌（MEIBUKAI）　　  　　    VS　　　　　　　　　　　友田　蒼葉（Kｓｔｙe）

126㎝　26㌔　9歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129㎝　26㌔　9歳

  小林　海優（KI-Xファイトアカデミー）VS　　　　　　　　　　佐々木　穂華（修徳会）

146.5㎝　41.5㌔　12歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150㎝　43㌔　13歳

　　　　　　　　　　　　　　        　1分30秒　1R　60㌔以下　16ozノーズガード有り

  山田　隆博（OISHIGYM）　　     VS　　　　　　　　　　　　渥美　翔（TSC）

170㎝　62㌔　31歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170㎝　60㌔　29歳

　　　　　　　　　　　　　  　　　    1分30秒　2R　43㌔以下　12ozノーズガード有り

　　ともだ　あおば

　ささき　ほのか

　おくむら　るな
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第36試合

　すがや　りくま

第37試合

　すがぬま　そうた

第38試合

　すがぬま　もか

第39試合

第40試合

第41試合

　しみず　はる

第42試合

　　うおお　まさこ

第43試合

　かたやま　かい

第44試合

　すぎはら　しん

　　　　　　　　　　　　　　　   　1分30秒2R　45㌔以下　12ozノーズガード有り

  志水　陽（FOREST＋）　　　　　      　VS　　　　　　　　　　木村　怜煌（OISHIGYM）

　162㎝　43㌔　14歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157㎝　43㌔　14歳

　　　　　　　　　　　　   　　 　45秒1R　エキジビジョン　顔面無しルール

　菅沼　望華（FOREST＋）　　　　　　　　VS　　　　　　　　　　　仲田　貴一（FOREST＋）

　　106㎝　15.6㌔　6歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98㎝　16㌔　4歳

　　　　　　　　　　　　　   　　　45秒1R　8ozノーズガード無しキッズ

  菅沼　創多（FOREST＋）　　　      　VS　　　　　　　　　　　崎村　唯翔（TSC）

124㎝　31㌔　8歳　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　134㎝　30.7㌔　9歳

　　さきむら　ゆいと

　　きむら　れいあ

なかた　きいち

　　　　　　　　　　　　   　　 　45秒1R　8ozノーズガード無しキッズ

  菅谷　陸眞（FOREST＋）　　　     　　   VS　　　　　　　　　牧田　光矢（TSC）

　　128㎝　26㌔　9歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139㎝　30㌔　11歳

　　　まきた　こうや

2018.GIRLS-S-cup　世界3位　　　　　　　　　　　　　　　初代ルンピニージャパンフライ級王者

優勝経験　35回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現役プロ

天才過ぎる格闘少女

　　　　　　　　　　　　   　　　   　2分2R　エキシビジョン

  MISAKI（TEAM FOREST）　　　   　　　VS　　　　　　　　　　　　大崎　一貴（OISHIGYM）

SB初代アトム級王者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2代RISEスーパーフライ級王者

第7代J-GIRLSミニフライ級王者　　　　　　　　　　　　　　　初代WMC日本フライ級王者

　　　　　　　　　　　　　    　　　 2分2R　エキシビジョン

  MOMO（TEAM FOREST）　　　  　　    VS　　　　　　　　　　長谷川　大祐（TEAM FOREST）

アマ戦績　150戦120勝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SBバンタム級

　　　　　　　　　　　　　　　　　   2分　2R　72㌔以下　16ｏｚノーズガード有り

  杉原　慎（スマイル柔術）　　　   　　 　VS　　　　　　　　　小川　惺也（OISHIGYM）

169㎝　69㌔　38歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　179㎝　74㌔　15歳

　　　　　　　　　　　　　　　      1分30秒　2R　53㌔以下　12ｏｚノーズガード有り

　　　さかい　しょうや

おがわ　せいや

　　　　　　　　　    　　　　　　   1分30秒　2R　40㌔以下　８ｏｚノーズガード無しキッズ

  片山　魁（FOREST＋）　　　　　   　　  VS　　　　　　　　　我妻　怜晟（MEIBUKAI）

151㎝　38㌔　13歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　153㎝　40㌔　13歳

DBS-35㌔王者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AKC　全日本王者

2022 -40㌔ヤングシーザー賞　　　　　　　　　　　　　　　　　空手8年

2022　-40㌔　DBS技能賞

  魚尾　真紗子（FOREST＋）　　    　VS　　　　　　　　　　　酒井　翔矢（MEIBUKAI）

　156㎝　53㌔　14歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158㎝　52㌔　16歳

　　　わがつま　れんせい
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