
 　　　　　　　　　　　　１部　計量10：00　試合開始　10：25 １部

                   ※赤文字の選手は2.3試合です

赤コーナー 青コーナー

45秒　1R

第1試合 松下　楓飛（フォレストプラス） VS 竹内　利弥（双拳塾）

まつした　はやと 8ozフルフェイスキッズ たけうち　としや

45秒　1R

第2試合 岸上　碧兎（フォレストプラス） VS 萩原　獅叶（TSC）

きしがみ　あおと 8ozフルフェイスキッズ はぎわら　らいど

45秒　1R

第3試合 鈴木　花音（正道会館　新心館） VS 松下　蒼飛（フォレストプラス）

　 すずき　かのん 8ozフルフェイスキッズ まつした　そらと

1分30秒　1R

第4試合 駒田　清盛（正道会館　新心館） VS 稲垣颯真（KI-Xファイトアカデミー）

こまだ　きよもり 8ozフルフェイスキッズ いながき　そうま

45秒　1R

第5試合 細井　暦（フォレストプラス） VS 竹内　莉紗（双拳塾）

ほそい　こよみ 8ozフルフェイスキッズ たけうち　りさ

45秒　1R

第6試合 臼井　希琉亜（フォレストプラス） VS 水谷　蒼聖（TSC）

うすい　きるあ 8ozフルフェイスキッズ みずたに　あおと

45秒　1R

第7試合 仲田　貴一（フォレストプラス） VS 竹内　利弥（双拳塾）

なかた　きいち 8ozフルフェイスキッズ たけうち　としや

45秒　1R

第8試合 細井　暦（フォレストプラス） VS 和田　ケイト（TSC）

　 ほそい　こよみ 8ozフルフェイスキッズ わだ　けいと

45秒　1R

第9試合 松下　楓飛（フォレストプラス） VS 竹内　莉紗（双拳塾）

　 まつした　はやと 8ozフルフェイスキッズ たえうち　りさ

1分30秒　1R

第10試合 鈴木　花音（正道会館　新心館） VS 崎村　唯翔（TSC）

すずき　かのん 8ozフルヘイスキッズ さきむら　ゆいと

1分30秒　1R

第11試合 駒田　清盛（正道会館　新心館） VS 牧田　光矢（TSC）

こまだ　きよもり 8ozフルフェイスキッズ まきた　こうや

1分30秒　2R

第12試合 黒部　彪斗（フォレストプラス） VS 小出　青空（正道会館　新心館）

くろべ　ひゅうと 8ozノーズガード無キッズ こいで　そら
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2部　計量10：50　試合開始11：05

                   ※赤文字の選手は2.3試合です ２部
赤コーナー 青コーナー

1分30秒　2R

第13試合 片山　魁（フォレストプラス） VS 濱地　翔（MEIBUKAI）

かたやま　かい 8ozノーズガード無キッズ はまち　しょう

1分30秒　2R

第14試合 遠藤　琉叶（strikingGYMAres） VS 松本　訓典（フォレストプラス）

えんどう　るか 8ozノーズガード無キッズ まつもと　くんすけ

1分30秒　1R

第15試合 松本　将典（フォレストプラス） VS 牧野　恵（KI-Xファイトアカデミー）

まつもと　しょうすけ 8ozノーズガード無キッズ まきの　けい

1分30秒　2R

第16試合 高橋　結音(strikingGYMAres） VS 石井　隆也（MEIBUKAI）

たかはし ゆいと 8ozノーズガード無キッズ いしい　りゅうや

1分30秒　2R

第17試合 辻　大輝（strikingGYMAres） VS 秋元　一翔（OISHIGYM）

つじ　だいき 8ozノーズガード無キッズ あきもと　かずと

1分30秒　1R

第18試合 黒部　飛龍（フォレストプラス） VS 吉田　彪真（strikingGYMAres）

くろべ　ひりゅう 8ozノーズガード無キッズ よしだ　ひゅうま

1分30秒　2R

第19試合 佐藤　璃睦（strikingGYMAres） VS 中村　福太郎（TenCloverGym)

さとう　りむ 8ozノーズガード無キッズ なかむら　ふくたろう

1分30秒　2R

第20試合 辻　愛翔（strikingGYMAres） VS 吉野　昊太郎（TenCloverGym)

　つじ　まなと　　　　　　　　 8ozノーズガード無キッズ よしの　こうたろう

1分30秒　2R

第21試合 菅谷　陸眞（フォレストプラス） VS 田坂　心結（MEIBUKAI）

すがや　りくま 8ozノーズガード無キッズ たさか　みゆう

1分30秒　2R

第22試合 相良　岳斗（strikingGYMAres） VS 山川　世渚（MEIBUKAI）

さがら　がくと 8ozノーズガード無キッズ やまかわ　せな

1分30秒　2R

第23試合 秋元　一翔（OISHIGYM） VS 深田　大雅（TenCloverGym)

あきもと　かずと 8ozノーズガード無キッズ ふかだ　たいが

1分30秒　2R

第24試合 松本　訓典（フォレストプラス） VS 鈴木　慧空（MEIBUKAI）

まつもと　くんすけ 8ozノーズガード無キッズ すずき　えそら

1分30秒　2R

第25試合 松本　将典（フォレストプラス） VS 中村　福太郎（TenCloverGym)

まつもと　しょうすけ 8ozノーズガード無キッズ なかむら　ふくたろう

1分30秒　1R

第26試合 西野　瑛人（strikingGYMAres） VS 黒部　飛龍（フォレストプラス）

にしの　えいと 8ozノーズガード無キッズ くろべ　ひりゅう

1分30秒　2R

第27試合 村瀬　斗真（MEIBUKAI） VS 成瀬　颯人（OISHIGYM）

むらせ　とうま 12ozノーズガード無大人レガース なるせ　はやと

1分30秒　2R

第28試合 遠藤　琉叶（strikingGYMAres） VS 伊藤　神羽利（OISHIGYM）

えんどう　るか 8ozノーズガード無キッズ いとう　らんり
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3部　計量12：15　試合開始12：40

                   ※赤文字の選手は2.3試合です ３部
赤コーナー 青コーナー

1分30秒　2R

第29試合 吉田　彪真（strikingGYMAres） VS 鈴木　慧空（MEIBUKAI）

よしだ　ひゅうま 8ozノーズガード無キッズ すずき　えそら

1分30秒　2R

第30試合 菅谷　陸眞（フォレストプラス） VS 　武内　成義（OISHIGYM）

すがや　りくま 8ozノーズガード無キッズ たけうち　せいぎ

1分30秒　1R

第31試合 山田　涼太（フォレストプラス） VS 浅井　翔貴（KI-Xファイトアカデミー）

やまだ　りょうた 8ozノーズガード無キッズ あさい　とうき

1分30秒　1R

第32試合 河合　玲奈（MEIBUKAI） VS 山岸　魅由紀（OISHIGYM）

かわい　れいな 12ozノーズガード無大人レガース やまぎし　みゆき

1分30秒　2R

第33試合 津田　瑞稀（MEIBUKAI） VS 黒川　薫（STRIKEｓGYM）

つだ　みずき 12ozノーズガード無大人レガース くろかわ　かおる

1分30秒　2R

第34試合 松井　大和（GSB多治見） VS 友田　蒼葉（Kstyle）

まつい　やまと 8ozノーズガード無キッズ ともだ　あおば

1分30秒　2R

第35試合 太田　杏音（MEIBUKAI） VS 木村　怜煌（OISHIGYM）

おおた　あのん 12ozノーズガード無大人レガース きむら　れいあ

1分30秒　1R

第36試合 山田　涼太（フォレストプラス） VS 梶田　航士朗（GSB多治見）

やまだ　りょうた 8ozノーズガード無キッズ かじた　こうしろう

1分30秒　1R

第37試合 黒部　彪斗（フォレストプラス） VS 佐藤璃睦(strikingGYMAres）

くろべ　ひゅうと 8ozノーズガード無キッズ さとう　りむ

1分30秒　1R

第38試合 森　志穂（GSB多治見） VS 山岸　魅由紀（OISHIGYM）

もり　しほ 12ozノーズガード無大人レガース やまぎし　みゆき
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4部　計量13：20　試合開始13：45

                   ※赤文字の選手は2.3試合です ４部

赤コーナー 青コーナー

1分30秒　2R

第39試合 志水　陽（フォレストプラス） VS 森山　陽仁（MEIBUKAI）

しみず　はる 12ozノーズガード無大人レガース もりやま　あきと

1分30秒　2R

第40試合 森　志保（GSB多治見） VS 河合　玲奈（MEIBUKAI）

もり　しほ 12ozノーズガード無大人レガース かわい　れいな

1分×2R　ボクシング世界トーナメント　1回戦

第41試合 須場　久記（日本） VS ファン　マヌエル（メキシコ）

すば　ひさき 16ozノーズ有 ふぁん　まぬえる

1分30秒　2R

第42試合 高島　まゆ子（OISHIGYM） VS 鳥居　恵美（GSB多治見）

たかしま　まゆこ 12ozノーズガード無大人レガース とりい　えみ

1分30秒　2R

第43試合 竹内　成義（OISHIGYM） VS 西野　瑛人(strikingGYMAres）

たけうち　せいぎ 8ozノーズガード無キッズ にしの　えいと

1分30秒　2R

第44試合 菅谷　陸眞（フォレストプラス） VS 松井　大和（GSB多治見）

すがや　りくま 8ozノーズガード無キッズ まつい　やまと

1分×2R　ボクシング世界トーナメント決勝

第45試合 シアク　ザ　ソウザ（ブラジル） VS 第41試合の勝者

しあく　ざ　そうざ 16ozノーズガード有

1分30秒　2R

第46試合 我妻　怜晟（MEIBUKAI） VS 梶田　航士郎（GSB多治見）

わがつま　れんせい 8ozノーズガード無キッズ かじた　こうしろう

2分×3R延長無　セミプロマッチ　48㌔契約

第47試合 小桐　冬華（TEAM FOREST） VS 奥村　琉奈（OISHIGYM）

おぎり　ふゆか 12oz おくむら　るな

164ｃｍ　16歳 154ｃｍ　17歳
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