
 
「ギーラームエ 5」2022.4.24 ⼤会 

 
第 1 部     9:30 受付計量    10:30 試合開始 

 
⾚コーナー                           ⻘コーナー 
 

第 1 試合 -24kg  B クラス 
鈴⽊ 翔⼤（TEAM DEVIL 666）       VS 緒⽅ 颯琉⽃（YK ジム）〇 

                                   
第 2 試合 -28kg Ｂクラス 
△宮地 玲汰（クレイン要町）              VS       ⼩川 ⼤揺（⿓拳會 ⻘葉台⽀部）△ 

 
第 3 試合 -24kg Ｂクラス 

鈴⽊ ⿇⾥勢（HIDE GYM）         VS       渡辺 來（Siriluck Japan Muay Thai GYM）〇 
                                             
第 4 試合 -28kg Ｂクラス 
△前⽥ ⿓翔（TSK japan）                VS       ⽵本 瑞輝（トーエルジム）△ 

                                   
第 5 試合 -28kg  B クラス 
〇川向 翔天（TEAM DEVIL 666）          VS           ⽵本 志（トーエルジム） 

                                             
第 6 試合 -32kg Ｂクラス 

秋元 夢海志（AKIRA~budo~school）       VS        ⾕⽥川 創太（トーエルジム）〇 
    体重オーバーにより減点 1                                   
 

第 7 試合 フライ級 B クラス  
渡辺 蓮（Siriluck Japan Muay Thai GYM）    VS           髙⾒ 海凪（LARF）〇 

                                       
第 8 試合 ムエマラソン -32kg 1 回戦 

渡辺 琉 （Siriluck Japan Muay Thai GYM）  VS          松本 ⻁輝（橋本道場）〇 
                   

第 9 試合 ムエマラソン -32kg 1 回戦  
⼤久保 海成（橋本道場）            VS       中⾥ 晃聖（AKIRA~budo~school）〇 
   

 
 



 
 
 

ムエマラソン（王座決定トーナメント）-32kg 出場選⼿ 
⼤久保 海成（橋本道場） 
中⾥ 晃聖（AKIRA~budo~school） 
松本 ⻁輝（橋本道場） 
渡辺 琉 （Siriluck Japan Muay Thai GYM） 

 
 
第 10 試合 -24kg  B クラス 

鈴⽊ 陽稀（Siriluck Japan Muay Thai GYM）   VS        緒⽅ 颯琉⽃（YK ジム）〇 
      

第 11 試合 -28kg B クラス 
△宮地 玲汰（クレイン要町）                VS          浅野 優愛（YK ジム）△ 

                                           
第 12 試合 -28kg  A クラス 

野中 ⼒⽃（HIDE GYM）                      VS            阿部 凌（橋本道場）〇 
                                               
第 13 試合 -28 ㎏ A クラス 
△⽥中 春翔（TEAM DEVIL 666）              VS          阿部 ⿓（橋本道場）△ 

                                               
第 14 試合 -32kg  A クラス 

須郷 銀太（リーベル松⼾）             VS          林 希⿓（クレイン要町）〇 
                                               
第 15 試合 -32kg  A クラス 

⽇野原 晴海（HIDE GYM）                     VS          池⽥ 拓⽃（クレイン要町）〇 
                                               
第 16 試合 42kg 契約 A クラス 
〇駒⽊根 稔和（TSK japan）           VS           元井 ⼤輝（AKIRA~budo~school）           

                                                           体重オーバーにより減点 1   
第 17 試合 45kg 契約 A クラス 
〇渋⾕ 理⼈（TSK japan）                   VS          佐藤 ⼼輝（AKIRA~budo~school） 

                                              
第 18 試合 52kg 契約  A クラス 
〇須⼭ 蒼太（トースームエタイシンジム）      VS          川⼜ ⼀平（クロスワン湘南） 

                                             
第 19 試合 ムエマラソン -32kg 決勝 

松本 ⻁輝（橋本道場）               VS             

中⾥ 晃聖（AKIRA~budo~school）〇        
        
 

ムエマラソン -32kg 初代王者   中⾥ 晃聖（AKIRA~budo~school） 
                                          



 
「ギーラームエ 5」2022.4.24 ⼤会 

 
第 2 部       13:00 受付計量      14:00 試合開始 

 
⾚コーナー                     ⻘コーナー 
 

第 1 試合 フライ級 B クラス 
勝部 眞⼀（リーベル松⼾）                 VS      髙⾒ 海凪（LARF）〇1RKO 

                                         
第 2 試合 スーパーライト級 Ｂクラス 
〇倉持 祐輔（クラミツムエタイジム）      VS       武⽥ ⻁太朗（TEAM DEVIL 666） 

                                                   
第 3 試合 ⼥⼦バンタム級 Ｂクラス 

コヨムジャン マリ（クラミツムエタイジム） VS       村⽥ 萌⾐（LARF）〇 
                                       

第 4 試合 フェザー級 B クラス 
〇⼭内 瑛輝（GT ジム）              VS        植草 秀⽃（LARF） 

                                                  
第 5 試合 フェザー級 B クラス 

   〇柏⽊ 我央（クロスワン湘南）            VS        松野 雄治（グランディール池袋） 
 
第 6 試合 フェザー級 B クラス 

    甲斐 拓也（クラミツムエタイジム）     VS        ⻑尾 将史（トースームエタイシンジム）〇 
                                               

第 7 試合 ムエマラソン フェザー級 1 回戦  
    ⼭下 明涼真（TSK japan）          VS        満永 健典（トースームエタイシンジム）〇                  
                                                  

第 8 試合 ムエマラソン フェザー級 1 回戦 
〇⼩林 真也（クラミツムエタイジム）     VS         菊地 巧 （Siriluck Japan Muay Thai GYM） 

 
                                                  

ムエマラソン（王座決定トーナメント）フェザー級 出場選⼿ 
菊地 巧 （Siriluck Japan Muay Thai GYM） 

                   ⼩林 真也（クラミツムエタイジム） 
                   満永 健典（トースームエタイシンジム） 
                   ⼭下 明涼真（TSK japan） 



 
第 9 試合 ライト級 Ｂクラス 

⼭下 ⿓⽃（リーベル松⼾）         VS      渡辺 颯⽃（GT ジム）〇 
                                        

第 10 試合 ライト級 B クラス 
〇沼⽥ 昌之（クラミツムエタイジム）      VS         久島 康寛（⿓拳會 ⻘葉台⽀部） 

                                                       
第 11 試合 スーパーライト級 B クラス 
△松嵜 優介（クラミツムエタイジム）     VS        島⽥ 祥伍（クロスポイント⼤泉）△                   

                                                  
第 12 試合 スーパーライト級 B クラス 

   △東 洋介（NATURAL 9）                    VS         志賀野 篤（トースームエタイシンジム）△ 
                                             
第 13 試合 スーパーライト級 B クラス 

   〇⾓⽥ 武和（クラミツムエタイジム）          VS           ⽥中 秀夫（トースームエタイシンジム） 
                                                   

第 14 試合 ウェルター級 B クラス 
   〇⾨沢 駿⼀（クラミツムエタイジム）      VS      鈴⽊ 真守（TSK japan） 
                                                   
  第 15 試合 ミドル級 B クラス 
     松本 真⼀（クラミツムエタイジム）          VS           ⼭⽥ 亮（GT ジム）〇 
                                                   

第 16 試合 スーパーミドル級 B クラス 
     ⼟居 太郎（クラミツムエタイジム）         VS      ⼤澤 将司（クロスワン湘南）〇 
                                                 

第 17 試合 ライト級 A クラス 
   松崎 ⻯⼰（NEXT LEVEL渋⾕）             VS           ⼭下 範真（クロスワン湘南）〇 

                                                   
第 18 試合 スーパーライト級 A クラス 

     〇髙岡 ⼤（スクランブル渋⾕）              VS      槻⽥ 透（GT ジム） 
                                                

第 19 試合 スーパーライト級 A クラス 
     △菅原 佑⽃（クロスポイント⼤泉）       VS       福澤 宏樹（GT ジム）△ 
                                                  

第 20 試合 ウェルター級 A クラス 
   〇阿部 翔太郎（クラミツムエタイジム）    VS           ⼤⾕ 洋平（トースームエタイシンジム） 
                                                  

第 21 試合 バンタム級 スーパーファイト 2分×3R 
△⽵⽥ 哲紳（クレイン⽬⽩）         VS      中根 和樹（トースームエタイシンジム）△ 

                                                  
第 22 試合 ムエマラソン フェザー級 決勝 

   〇満永 健典（トースームエタイシンジム）      VS        ⼩林 真也（クラミツムエタイジム） 
 
           ムエマラソン フェザー級初代王者   満永 健典（トースームエタイシンジム） 
                                                                       


