
 
 
 

                          
 
 

2021 年 7 ⽉ 25 ⽇⼤会     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 ジュニア -24kg  B クラス 

城野 銀獅（チャンデットムエタイジム）  VS  上⽥ 匠（OGUNI-GYM）○ 
 
第 2 試合 ジュニア -24kg B クラス 

城野 愛夢（チャンデットムエタイジム）  VS  森⼭ 惺凪（フジマキックムエタイジム）○  
 
第 3 試合 ジュニア -28kg B クラス 

野中 ⼒⽃（HIDE GYM）         VS     浅野 優愛（YK ジム）○ 
 
第 4 試合 ジュニア -36kg B クラス 

△塚本 駿（Kick Box）          VS    森⽥ 篤（YK ジム）△ 
 
第 5 試合 ムエマラソン ライト級 1 回戦 
○⼩江 隆太 （トースームエタイシンジム）   VS   岡⽥ 将充（クラミツムエタイジム） 
 
第 6 試合 ムエマラソン ライト級 1 回戦 

林 忠弘（ノーナクシンムエタイジム）    VS   ⾚星 ⼒（YK ジム）○   
  
第 7 試合 ジュニア -48kg  A クラス 

○鈴⽊ 愛⻁（HIDE GYM）          VS    岩⾕ 将平（フジマキックムエタイジム） 
 
第 8 試合 ⼥⼦ -48kg B クラス 

△⻲⼭ 由歌⼦（BELIEF）               VS  島 有美⼦（トースームエタイシンジム）△ 
 
第 9 試合 ⼥⼦フライ級 B クラス 

△登島 優⾳（NEXT LEVEL 渋⾕）      VS    村⽥ 萌⾐（team Nova）△ 
 
第 10 試合 ⼥⼦ライト級 Ｂクラス 

○登島 美琉（NEXT LEVEL 渋⾕）      VS 会⽥ 嘉奈⼦（トースームエタイシンジム） 
 
第 11 試合 ライト級 B クラス 

○北澤 恭正（クラミツムエタイジム）   VS   若林 諭（Kick Box）  
 
第 12 試合 ライト級 Ｂクラス 

○篠原 聖也（NEXT LEVEL 渋⾕）       VS   岩﨑 翔（センチャイムエタイジム） 
 



 
 
第 13 試合 ライト級 B クラス 
    △ ⽥中 陽太（team Nova）            VS   塚本 淳史（Kick Box）△ 
 
第 14 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   佐藤 稜真 (トライエクスジム）△ 
 
第 15 試合 ウェルター級 Ｂクラス 
   悉知 政裕（YK ジム）              VS 福永 啄⺒（センチャイムエタイジム）○2RKO 
 
第 16 試合 ミドル級 B クラス 

○⼤澤 将司（クロスワンジム湘南）     VS   塩沼 諒太（トライエクスジム） 
 
第 17 試合 スーパーミドル級  B クラス 

○⽇吉 秀年（クラミツムエタイジム）   VS   鴨⽥ 拓也（YK ジム） 
  

第 18 試合 ジュニア -28kg B クラス 
野中 ⼒⽃（HIDE GYM）          VS   ⼩川 ⼤遥（⿓拳會 ⻘葉台⽀部）○ 

 
第 19 試合 ジュニア -36kg  A クラス 
   ○⾼橋 琉真（チャンデットムエタイジム）VS   猪浦 燈真（ポゴナクラブ） 
 
第 20 試合 ジュニア -48kg A クラス 

○鈴⽊ 愛⻁（HIDE GYM）             VS    髙⾒ 海凪（team Nova） 
 
第 21 試合 フェザー級 A クラス 
   ○⼩林 真也（クラミツムエタイジム）   VS   新保 基英（OGUNI-GYM） 
 
第 22 試合 ライト級 A クラス  
   ⼭下 範真（クロスワンジム湘南）      VS   ⼩林 和太郎（ジャンジラジム）○ 
 
第 23 試合 ウェルター級 A クラス 

△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 24 試合 ムエマラソン ライト級 決勝戦 
延⻑判定○⼩江 隆太（トースームエタイシンジム）VS      ⾚星 ⼒（YK ジム） 

※⼩江選⼿が初代ライト級王座獲得！ 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

2021 年 7 ⽉ 25 ⽇⼤会    第 2 部   13:30 受付計量   14：30 試合開始 
 
⾚コーナー                   ⻘コーナー 

第 1 試合 ムエマラソン スーパーライト級 
清宮 拓（フジマキックムエタイジム）     VS    柳沼 晃治（YK ジム）○ 

 
第 2 試合 ジュニア  -24kg Ｂクラス 

○森⼭ 瑠偉（フジマキックムエタイジム）  VS    茂呂 幸之助（OGUNI-GYM） 
 
第 3 試合 ジュニア -28kg B クラス 

○古⼭ ⾵愛我（トーエルジム）       VS     岩﨑 秀⼀（OGUNI-GYM） 
 
第 4 試合 ジュニア -28kg B クラス 

△⼩川 悠司（IDEAL GYM）        VS      内⽥ 祈久⼼（Kick Box）△ 
 
第 5 試合 ジュニア 50kg 契約 B クラス 

○2RKO 川⼜ ⼀平（クロスワンジム湘南）  VS     遠藤 樹（YK ジム） 
 
第 6 試合 ⼥⼦ -48kg  B クラス 

○横⼭ 晴奈（トースームエタイシンジム） VS    ⾦⾕ 愛⼦（OGUNI-GYM） 
 
第 7 試合 フライ級  B クラス 

○1RKO 吉松 裕希（NEXT LEVEL 渋⾕）     VS     ⼩橋 ⼤祐（ReBORN 経堂） 
 
第 8 試合 フェザー級 B クラス 

○⼭崎 拳四朗（クロスワンジム湘南）    VS    ⾼橋 勇太郎（ReBORN 経堂） 
 

第 9 試合 フェザー級 B クラス   ※試合中⽌ 
関本 悟（クロスワンジム湘南）         VS    ⼩林 真也（クラミツムエタイジム） 

 
第 10 試合 ライト級 Ｂクラス 
   ○ 久島 康寛（⿓拳會 ⻘葉台⽀部）       VS      井上 和彦（クラミツムエタイジム） 
 
第 11 試合 ライト級 B クラス 
   南⾕ 理希（⿓拳會 ⻘葉台⽀部）        VS      ⽥中 陽太(team Nova）○ 
 
第 12 試合 スーパーライト級 B クラス 

由良 憲⼀（NEXT LEVEL 渋⾕）         VS  須藤 誇太郎(フジマキックムエタジム）○ 
 



 
第 13 試合 ウェルター級 Ｂクラス 
  真鍋 秀常（ムエタイスポーツジムクレイン） VS    ゴ ジョラン（クラミツムエタイジム）○ 
 
第 14 試合 ムエマラソン スーパーライト級 

清宮 拓 （フジマキックムエタイジム）   VS   上杉 恭平（グランディール池袋ジム）○ 
 
第 15 試合 ジュニア -32kg  A クラス 

○林 希⿓（ムエタイスポーツジムクレイン） VS   松岡 ⿓(トーエルジム） 
 
第 16 試合 ジュニア -36kg A クラス 
  ○ 佐藤 ⼒（トースームエタイシンジム）    VS    近藤 慶典（Kick Box） 
 
第 17 試合 ジュニア -24kg B クラス  
  ○森⼭ 瑠偉（フジマキッククエタイジム）   VS    泉 勘吉（トーエルジム） 
 
第 18 試合 ⼥⼦フライ級 A クラス 
  ○⼭﨑 いずみ（BELIEF）                  VS     ⿊川 真⾥裳（NEXT LEVEL 渋⾕） 
 
第 19 試合 ⼥⼦ 55kg 契約  A クラス 

△浜野 奈緒（YK ジム）                  VS    ⼩笠原 綾⼦（NEXT LEVEL 渋⾕）△  
 
第 20 試合 ⼥⼦-48kg Ｂクラス 
  廣⽥ めい（ReBORN 経堂）              VS    ⾦⾕ 愛⼦（OGUNI-GYM）○ 
 
第 21 試合 フェザー級 A クラス 
   △安孫⼦ 恵典（リーベル松⼾）         VS    清⽔ 俊貴（NEXT LEVEL 渋⾕）△ 
 
第 22 試合 ライト級 A クラス 
今井 竣允（リーベル松⼾）                VS   ⼭下 範⾺（クロスワンジム湘南）○ 

 
第 23 試合 スーパーライト級 A クラス 
   ⼟屋 ⻨（リーベル松⼾）               VS   早川 淳也（NEXT LEVEL 渋⾕）○ 
 
第 24 試合 スーパーライト級 A クラス 
  ○ ⽯川 慶（team Nova）                    VS   松﨑 ⻯⼰（NEXT LEVEL 渋⾕） 
 
第 25 試合 69kg 契約 A クラス  

○⼭村 悠⾺（IDEAL GYM）                 VS     富⼭ 浩宇（トースームエタイシンジム） 
 
第 26 試合 ムエマラソン スーパーライト級 

○柳沼 晃治（YK ジム）            VS    上杉 恭平（グランディール池袋ジム） 
             ※柳沼選⼿が初代スーパーライト級王座獲得！ 


