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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1試合●STCバンタム級　STC１ルール　2分×2℞

ＧＳＢ名古屋 和田　理玖 バンタム級 3-0

闘心館キックボクシングジム 伊藤　永貴 バンタム級 和田　理玖

矢場町BASE 小山　哲央 バンタム級 0-3

アーネストホーストジムJAPAN 渡邉　楓雅 バンタム級 渡邉　楓雅

矢場町BASE 村田　真之 ライト級 3-0

ネックスイチムエ 大川　隼翔 ライト級 村田　真之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3試合●STCバンタム級　STC１ルール　2分×2℞

修徳会 岡本　由輝 バンタム級 0-3

BELLWOOD　GYM 今泉　瑛司 バンタム級 今泉　瑛司

第4試合●STCフェザー級　STC１ルール　2分×2℞

STAND　THE　WORLD 久保　圭吾 フェザー級 0-3

志村道場中川 川口　龍偉 フェザー級 川口　龍偉

第5試合●STCフェザー級　STC１ルール　2分×2℞

ZOOMER 原　昇永　 フェザー級 1R　KO　1:54

STAND　THE　WORLD 持丸　瑞喜 フェザー級 持丸　瑞喜

第6試合●STC級63kg契約　STC　ルール　2分×2℞

ネックスイチムエ 山下　右京　中２ ライト級 2R　KO　0:43

GSB名古屋 永井　亮汰 ライト級 山下　右京

第7試合●STCフェザー級　STC１ルール　2分×2℞

STAND　THE　WORLD 小﨑　晃輝 フェザー級 2ー1

闘心館キックボクシングジム 武川　大輝 フェザー級 小﨑　晃輝

第8試合●STCフェザー級　STC１ルール　2分×2℞

矢場町BASE 渡辺　ゆうき フェザー級 3-0

ZOOMER 久保田　湧人 フェザー級 渡辺　ゆうき

第9試合●STCフェザー級　STC１ルール　2分×2℞

JK　TRIBE 金沢　真人 フェザー級 3-0

TEAM　TMT 水野　文哉 フェザー級 金沢　真人

第10試合●STCフェザー級　STC２ルール　2分×2℞

BELLWOOD　GYM 津島　忠彦 フェザー級 0-3

志村道場中川 里中　健太 フェザー級 里中　健太

ZEROONE　ＧＹＭ 山田　恭士 1R　KO　1:28

矢場町BASE 村田　真之 ライト級 村田　真之

第11試合●STCマスターズルール　バンタム級　1：30×２℞

BELLWOOD　GYM 山本　修嗣 バンタム級 1ー2

キック塾 那須　幹夫　 バンタム級 那須　幹夫

第12試合●STCマスターズルール　フェザー級　1：30×２℞

スプラッシュ 鈴木　隆三 フェザー級 2-0

BELLWOOD　GYM 榊原　剛 フェザー級 鈴木　隆三

第13試合●STCマスターズルール　ライトヘビー級　1：30×２℞

B９gym　大垣 杉山　寛之 ライトヘビー級 2ー1

第2試合●STCバンタム級　コンテンダーズルール　3分×3℞

第2.5試合●STCライト級　コンテンダーズルール　3分×2℞

11/27変更　 第10.5　試合●STCライト級　ST2ルール　2分×2℞



志村道場中川→キック塾 浅野　歩→岩崎　琢也 ライトヘビー級 杉山　寛之

第14試合●STCCマスターズ　ライト級　1：30×２℞

レイドバック 金　丹 ライト級 ２ー１

TS　GYM 安藤　勇次 ライト級 金　丹

第15試合●STCマスターズルール　ライト級　1：30×２℞

スプラッシュ 鶴木　史紀 ライト級 3-0

キック塾 今村　悟 ライト級 鶴木　史紀

第16試合●STCマスターズルール　ウェルター級　1：30×２℞

スプラッシュ 清川　陽介 ウエルター級 0-3

BELLWOOD　GYM 鈴木　康弘 ウエルター級 鈴木　康弘

第17試合●STCマスターズルール　ウェルター級　1：30×２℞

スプラッシュ 宮崎　亨 ウエルター級 1ー2

志村道場中川 三輪　準也 ウエルター級 三輪　準也

第18試合●STCフェザー級　STC１ルール　2：00×2℞

闘心館キックボクシングジム 武川　大輝 フェザー級 0-2

ZEROONE　ＧＹＭ 廣永　海 フェザー級 廣永　海

　　第19試合●STCレデイース　　　　　　　　　　　　　ルール　57㎏契約　2分×2℞

TEAM　TMT 杉浦　未奈　 ５４ｋｇ 1ー2

ZOOMER 近藤　梨央　 ５７ｋｇ 近藤　梨央

第20試合●STC53.0ｋｇ契約　STC2　2：00×2℞

BELLWOOD　GYM 鈴木　瑠星 フライ級 2R　KO　0：45

ＧＳＢ名古屋 和田　理玖 バンタム級 和田　理玖

第21試合●STCフェザー級　STC1ルール　　2：00×2℞

TEAM　TMT 杉浦　武昭 フェザー級 0-3

ＧＳＢ多治見 宮里　翔太 フェザー級 宮里　翔太

ZEROONE　ＧＹＭ 山田　恭士

ネックスイチムエ 大川　隼翔

第23試合●STCウエルター級　STC１ルール　2：00×2℞

GSB大須 堀田　和希 ライト

志村道場中川 三輪　準也 ウエルター級

第24試合●STCライト級　STC１ルール　2：00×2℞

ジャッカス 桝田　直希 ライト級 0-3

GSB名古屋→大須 石川　貴大→堀田　和希 ライト級 堀田　和希

第25試合●STCライト級　STC１ルール　2：00×2℞

KANALOA　ＧＹＭ 宮本　優哉　 ライト級 0-3

豊明キックボクシング同好会 加藤　一輝 ライト級 加藤　一輝

第26試合●STCライト級　STC１ルール　2：00×2℞

GSB大須 茶谷　英典 ライト級 3-0

TEAM　TMT 山田　太一 ライト級 茶谷　英典

第27試合●STCライト級STC１ルール　2：00×2℞

ISHITSUNA　MMA 小林　陸斗　 ライト級 1R　KO　1:28

志村道場中川 三浦　遼央 ライト級 三浦　遼央

第28試合●STCライト級　STC１ルール　2：00×2℞

志村道場中川 藤田　周 ライト級 0-3

キック塾 坪井　佑介 ライト級 坪井　佑介

11/27変更　第22　試合●STCライト級　ST2ルール　2分×2℞



第29試合●STCライト級　STC２ルール　2：00×2℞

TS　GYM 木村ブルーノ大五郎 ライト級 0-3

ウルブズスクワッドキックボクシング道場 野竹　勇生 ライト級 野竹　勇生

第30試合●STCウエルター級　STC１ルール　2：00×2℞

格闘技道場　ブレイヴ 神野　勝　 ウエルター級 1-0

B９gym　大垣 河合　稜 ウエルター級 ドロー

第31試合●フェザー級　STC２ルール　2：00×2℞

KANALOA　ＧＹＭ 大岩　竜世　 フェザー級 3-0

闘心館キックボクシングジム 田中　克司 フェザー級 大岩　竜世

　　　　　　　　　　　　　　第32試合が10.5試合に移動

第33試合●STCライト級　STC１ルール　2：00×2℞

GSB名古屋 石川　貴大 ライト級 3-0

BELLWOOD　GYM 小原　祐史 ライト級 石川　貴大

第34試合●STCミドル級　STC２ルール　2：00×2℞

BELLWOOD　GYM 柴田　直樹 ミドル級 3-0

GSB名古屋 平田　想 ミドル級 柴田　直樹

第35試合●STC　ルール　60ｋｇ級　2：00×2℞

ネックススポーツ 二村　桜子 ６０ｋｇ 3-0

ZOOMER 近藤　梨央　 ５７ｋｇ 二村　桜子

第36試合　●STCCHAMPIONSHIP　-51㎏級　2：00×2℞

TEAM　KAMIKAZE 石坂　佳珠 女子トーナメント₋５１㎏ 0-2

矢場町BASE 下薗　千里 女子トーナメント₋５１㎏ 下薗　千里

第37試合●STCライト級　STC２ルール　2：00×2℞

ネックススポーツ 二村　遥夢 ライト級 2ー1

格闘技道場　ブレイヴ オダ　ケンジ　中３ 二村　遥夢

第38試合●STC　ライト級　STC　2　ルール　2：00×2℞

ウルブズスクワッドキックボクシング道場 野竹　勇生　 ライト級 3-0

GSB大須 堀田　和希 ライト 野竹　勇生

第39試合●STC　級　STC2　ルール　2：00×2℞

GSB名古屋 戸田　雄大 ウエルター 3-0

ＧＳＢ多治見 安藤　哲嗣 ウエルター級 戸田　雄大

第40試合●STCミドル級　STC１ルール　2：00×2℞

矢場町BASE 神谷　健吾 ミドル級 0-3

JK　TRIBE 加島　洋太 73ｋｇ 加島　洋太

第41試合●STCミドル級　STC１ルール　2：00×2℞

B９gym　大垣 松本　健太郎 ミドル級 2ー1

キック塾 船戸　良典　 ミドル級 松本　健太郎

第42試合●STC級　STC１ルール　2：00×2℞

志村道場中川 浅野　歩 ライトヘビー級

キック塾 岩﨑　琢也 ミドル級

第43試合●STCミドル級　STC２ルール　2：00×2℞

TEAM　TMT 平川　翔太郎 ミドル級 2R　TKO　1:00

GSB名古屋 平田　想 ミドル級 平川　翔太郎

第45試合●STCクルーザー級　STCルール　2：00×2℞

マーシャルアーツクラブ中津川 加藤　礼也 クルーザー級 1R　TKO　1:32



ZEROONE　ＧＹＭ 鹿倉　雅人 クルーザー級 加藤　礼也




