
「ギーラームエ 6」2022.7.10 大会 

10:00 受付計量    11:00 試合開始 

赤コーナー                       青コーナー 

 

第 1 試合 -24kg  B クラス  

○渡辺 來（Siriluck Japan Muay Thai GYM）    VS         森山 惺凪（フジマキックムエタイジム） 

                                      2-0 

第 2 試合 -28kg Ｂクラス 

○川原 さくら（尚武会）                      VS      竹本 瑞希（トーエルジム） 

                                                3-0 

第 3 試合 フライ級 Ｂクラス 

○渡辺 蓮（Siriluck Japan Muay Thai GYM）     VS      丹羽 大樹（Kick Box） 

                                               1RKO 

第 4 試合 女子フェザー級 Ｂクラス 

○會田 嘉奈子（トースームエタイシンジム）      VS      飛岡 亜矢子（クラミツムエタイジム）     

                                      3-0 

第 5 試合 42kg 契約  A クラス 

○西山 大翔（Team Begininng）         VS         猪浦 燈真（ポゴナクラブジム） 

                                                 3-0 

第 6 試合 スーパーライト級 A クラス  

○須藤 誇太郎（フジマキックムエタイジム）     VS          神山 聖（トイカツ道場） 

                                                  3-0 

第 7 試合 ムエマラソン（王座決定トーナメント）-28kg 1 回戦  

小川 大遥（龍拳會 青葉台支部）             VS       森山 瑠偉（フジマキックムエタイジム）○ 

                               0-3 

第 8 試合 ムエマラソン（王座決定トーナメント）-28kg 1 回戦 

藤城 海斗（ポゴナクラブジム）        VS          川野 獅童（クロスポイント大泉）○ 

                                                  延長判定                                       

第 9 試合 バンタム級 B クラス 

丸山 大（TEAM 練馬）                      VS       中野 道暁（ReBORN 経堂）○ 

                                       0-3 

第 10 試合 フェザー級  B クラス 

○長尾 将史（トースームエタイシンジム）        VS       若林 諭（Kick Box） 

                                              3-0 

第 11 試合 ライト級  B クラス 

△南谷 理希（龍拳會 青葉台支部）           VS           磯野 由季（クラミツムエタイジム）△ 

                                                1-0 

 

 

 



 

第 12 試合 ライト級  B クラス 

久島 康寛（龍拳會 青葉台支部）             VS           青鹿 昌喜（クラミツムエタイジム）○ 

                                               2RTKO 

第 13 試合 スーパーライト級 B クラス 

田中 秀夫（トースームエタイシンジム）         VS         松嵜 優介（クラミツムエタイジム）○ 

                                                 0-3 

第 14 試合 スーパーライト級  B クラス 

島田 祥伍（クロスポイント大泉）            VS         沼田 昌之（クラミツムエタイジム）○ 

                                                  0-3 

第 15 試合 ウェルター級  B クラス 

奥野 哲史（Kick Box）                        VS         宇都 政哉（クラミツムエタイジム）○ 

                                                  0-3 

第 16 試合 ミドル級 B クラス 

メイヤー オーレリアン（NATURAL 9）     VS          土居 太郎（クラミツムエタイジム）           

                                              試合中止 

第 17 試合 バンタム級  A クラス 

川野 龍輝（クロスポイント吉祥寺）            VS         山崎 将征（クラミツムエタイジム）○ 

                                                  0-3 

第 18 試合 バンタム級 A クラス 

○柿崎 瑠（クロスポイント大泉）              VS         加藤 虎之慎（ReBORN 経堂） 

                                                  3-0 

第 19 試合 フェザー級 A クラス 

○菊地 巧（Siriluck Japan Muay Thai GYM）       VS      山野 隼矢（VALLELY KICKBOXING TEAM） 

                                              2RKO 

第 20 試合 ウェルター級 A クラス   

△上田 翔太（トースームエタイシンジム）       VS             羽黒 慈夢（クロスポイント大泉）△ 

                                       0-1 

第 21 試合 ウェルター級  A クラス 

大谷 洋平（トースームエタイシンジム）        VS       山村 悠馬（IDEAL GYM）○ 

                                             2RKO 

第 22 試合 78kg 契約  A クラス 

○ニコラス カタロン（トースームエタイシンジム）VS        日吉 秀年（クラミツムエタイジム） 

                                                3-0 

第 23 試合 スーパーライト級  A クラス 

○須藤 誇太郎（フジマキックムエタイジム）      VS           印南 輝（VALLELY KICKBOXING TEAM） 

                                                  3-0 

第 24 試合 ギーラームエ -40kg タイトルマッチ  

西山 大翔（Team Begininng）               VS          木谷 陽晴（谷山ジム 小田原道場）○ 

                                                 0-3 

第 25 試合 ムエマラソン（王座決定トーナメント）-28kg 決勝 

森山 瑠偉（フジマキックムエタイジム）         VS         川野 獅童（クロスポイント大泉）○            

                                             0-3 


