
 

2022 年 11 月 20 日大会 第 1 部  

 

赤コーナー                      青コーナー 

 

第 1 試合 25kg 契約 B クラス 

高麗 元暉（YK ジム）             VS 三浦 愛唯（TSK Japan）〇 

1RKO 

第 2 試合 フェザー級新人トーナメント 1 回戦  

〇児玉 陽人（SUNRISE GYM）                VS     山野 隼矢（VALLELY KICKBOXING TEAM） 

延長 3-0 

第 3 試合 フェザー級新人トーナメント 1 回戦  

〇相川 虎ノ介（GT ジム）                   VS     UC（PITBULL） 

3-0 

第 4 試合 -28kg 新人トーナメント 1 回戦  

前田 龍翔（TSK Japan）                     VS     林田 海（レンジャージム） 〇 

                        0-3 

第 5 試合 -28kg 新人トーナメント 1 回戦  

廣瀬 龍臣（TSK japan）                      VS       浜野 陽向（YK ジム） 〇 

                       0-3 

第 6 試合 -36kg ムエマラソン王者決定リーグ戦 

〇佐藤 力（トースームエタイシンジム）               VS      小塚 柔輝（FREEDOM@OZ） 

                                                3-0 

第 7 試合 -32kg B クラス 

志賀 健之介（SUNRISE GYM）              VS      米倉 禅（IDEAL GYM）〇 

                             0-3 

第 8 試合 -32kg A クラス 

中村 虎音（TSK japan）                VS       宮城 碩（FREEDOM@OZ）〇 

                         0-3 

第 9 試合 -36kg B クラス 

〇佐久間 湊叶（トースームエタイシンジム）        VS     秋元 夢海志（AKIRA~budo school~） 

                                                3-0     

第 10 試合 -36kg B クラス 

〇斉藤 新（トースームエタイシンジム）           VS      小川 珠空（AKIRA~budo school~） 

                                              3-0 

 

 



 

第 11 試合 -44kg B クラス 

茂木 湊太郎（トースームエタイシンジム）       VS      松橋 侑吾（AKIRA~budo school~）〇 

                                              0-3 

第 12 試合  -44kg B クラス  

浦野 成寅（AKT GYM）                        VS      富永 花太郎 （クラミツムエタイジム）〇 

                        0-3 

第 13 試合 スーパーライト級 B クラス 

〇庵地 聖也（センチャイムエタイジム）            VS      望月 康司（YK ジム） 

                                              2-0  

第 14 試合 ウェルター級 A クラス 

〇大森 弘太（センチャイムエタイジム）            VS      遠藤 正明（GT ジム） 

                                             1RKO 

第 15 試合 73kg 契約 B クラス 

〇酒井 龍太（センチャイムエタイジム）                      VS      鴨田 拓也（YK ジム） 

                                            2RKO 

第 16 試合 フェザー級新人トーナメント 準決勝 

   岩﨑 翔（センチャイムエタイジム）          VS         第 2 試合の勝者 

第３試合勝者の相川選手棄権の為、児玉選手と岩崎選手が決勝戦進出           

 

第 17 試合 -36kg ムエマラソン王者決定リーグ戦 

 小塚 柔輝（FREEDOM@OZ）                         VS       梅田 剣（AKIRA~budo school~）〇 

                                                0-3 

第 18 試合 -28kg A クラス 

〇小島 碧海（TSK japan）                          VS      渡辺 來（シリラックジャパンムエタイジム） 

                                              3-0 

第 19 試合  -32kg A クラス 

△秋山 琥太郎（TRY HARD GYM）                VS      渡辺 琉（シリラックジャパンムエタイジム）△ 

                                              0-0 

第 20 試合 -32kgA クラス 

中村 虎音（TSK japan）                             VS       須郷 銀太（リーベル松戸）〇 

                       0-2 

第 21 試合 -36kgA クラス 

〇宮城 壮一朗（FREEDOM@OZ）               VS      近藤 碧（TESSAI GYM）  

                                             1RKO     

    第 22 試合 -40kgA クラス 

〇髙橋 亜結寧（LARF）                               VS      増田 庵寿（team S.R.K） 

                        3-0 

第 23 試合 45kg 契約 A クラス 

渋谷 理人（TSK japan）                    VS    元井 大樹（AKIRA~budo school~）〇 

                                              0-3 

第 24 試合 バンタム級 A クラス 

〇佐藤 蒔音（センチャイムエタイジム）                  VS       小野 佑樹（GT ジム） 

                                               2RKO  

 



 

第 25 試合 ウェルター級Ａクラス 

〇大森 弘太（センチャイムエタイジム）                 VS       宇都 政哉（クラミツムエタイジム） 

                       2RKO 

第 26 試合 

黒崎 陸（トースームエタイシンジム）         VS       秋元 夢海志（AKIRA~budo school~）〇 

                                                0-3 

第 27 試合  -28kg 新人トーナメント決勝 

〇林田 海（レンジャージム）           VS       浜野 陽向（YK ジム） 

                                              1RKO        

第 28 試合 フェザー級 新人トーナメント決勝 

〇岩﨑 翔（センチャイムエタイジム）      VS     児玉 陽人（SUNRISE GYM）  

                        3-0       

第 29 試合 -36kg ムエマラソン王者決定リーグ戦 

梅田 剣（AKIRA~budo school~）                VS      佐藤 力（トースームエタイシンジム）〇 

                     延長判定 0-3  

                                   



    

2022 年 11 月 20 日大会 第 2 部  

 

赤コーナー                      青コーナー 

 

第 1 試合 スーパーライト級新人トーナメント 1 回戦 

久保田 健太郎（TESSAI GYM）               VS    松嵜 優介（クラミツムエタイジム） 

                  久保田選手が体調不良の為欠場、松嵜選手が決勝戦進出 

第 2 試合 スーパーライト級新人トーナメント 1 回戦 

槻田 透（GT ジム）                     VS     沼田 昌之（KMG-TOKYO）〇 

                        0-3 

    第 3 試合 ライト級新人トーナメント 1 回戦 

山下 龍叶（リーベル松戸）              VS     片山 弓太郎（BOUNCER）〇 

                                              0-3 

第 4 試合 ライト級新人トーナメント 1 回戦 

〇上田 知輝（OGUNI-GYM）             VS     太田 行亮（YK ジム） 

                                              3-0 

    第 5 試合 女子フェザー級 B クラス 

〇會田 嘉奈子（トースームエタイシンジム）     VS    アイ サク（クラミツムエタイジム） 

                                                    3-0 

  第 6 試合 女子ライト級 B クラス 

  △鈴木 麻衣子（トースームエタイシンジム）     VS       コヨムジャン マリ（クラミツムエタイジム）△ 

                                鈴木選手が体重オーバーの為、減点１スタート 

    第 7 試合 女子-48kg A クラス 

   川島 有美子（トースームエタイシンジム）     VS     齊藤 悠季（TESSAI GYM）〇 

                                                    0-3 

    第 8 試合 フライ級 B クラス 

〇土屋 心（TRY HARD GYM）           VS    鈴木 悠斗（GT ジム） 

                                             1RKO 

第 9 試合 スーパーライト級 B クラス 

磯野 由季（クラミツムエタイジム）        VS      福澤 宏樹（GT ジム）〇 

                                              0-3 

  第 10 試合 ウェルター級 B クラス 

〇大場 貴充（YK ジム）             VS     清水 智史（GT ジム） 

                           2RKO                   

     



 

 

第 11 試合 ミドル級 B クラス 

  △山神 達也（クロスワンジム湘南）                  VS       小俣 達輝（GT ジム）△ 

                           0-1 

第 12 試合 ミドル級 B クラス                  

△メイヤー オーレリアン（NATURAL 9）            VS        山田 亮（GT ジム）△ 

                                        1-1 

    第 13 試合 79kg 契約 A クラス 

   〇ニコラス 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） 

                          2RKO 

    第 14 試合 スーパーライト級新人トーナメント決勝 

松嵜 優介（クラミツムエタイジム）                 VS        沼田 昌之（KMG-TOKYO）〇 

                                              0-2 

    第 15 試合 ライト級新人トーナメント決勝 

  〇片山 弓太郎（BOUNCER）               VS        上田 知輝（OGUNI-GYM） 

                                                    2-1  

    第 16 試合 バンタム級 B クラス 

 〇川又 一平（クロスワンジム湘南）         VS        折茂 玲音（BOUNCER） 

                                               1RKO  

    第 17 試合 女子-48kg B クラス 

    〇大根田 直子（TESSAI GYM）                VS     渋谷 加奈（クラミツムエタイジム） 

                           3-0 

  第 18 試合 女子バンタム級 B クラス 

    〇豊田 浩子（リーベル松戸）                   VS       宮澤 仁重（クラミツムエタイジム） 

                                                    3-0 

    第 19 試合 ライト級 B クラス 

  〇阿久津 汐朱（AKT GYM）                     VS    倉持 佑輔（クラミツムエタイジム） 

                                                    3-0  

    第 20 試合 ライト級 B クラス 

  △宮本 潤（AKT GYM）                          VS    鈴木 智将（リーベル松戸）△ 

                                                    0-1 

    第 21 試合 スーパーライト級 B クラス 

     山田 幸宗（AKT GYM）                               VS    本田 雄一（NATURAL 9）〇 

                                                    1-2 

    第 23 試合 ウェルター級 B クラス 

    鶴田 絃記（YK ジム）                       VS    ゴ ジョラン（クラミツムエタイジム）〇 

                                                   2RKO 

  第 24 試合 86kg 契約 B クラス 

  〇モン サンコン（YK ジム）            VS    後藤 秋作（クロスワンジム湘南） 

                                                    3-0 

    第 25 試合 スーパーライト級 A クラス 

  〇堀 佑太郎（IDEAL GYM）                      VS    印南 輝（VALLELY KICKBOXING TEAM） 

                                                    3-0 

    



 

 第 26 試合 バンタム級 B クラス 

     土屋 天星（菅原道場）             VS       川又 一平（クロスワンジム湘南）〇 

                                                    0-3                 

    第 27 試合 フェザー級 S クラス 

   〇山下 明涼真（TSK japan）                                VS     小林 真也（クラミツムエタイジム） 

                                                      3-0 

    第 21 試合 ライト級 B クラス 

     倉持 佑輔（クラミツムエタイジム）              VS    今井 竣充（リーベル松戸）〇 

                                                    0-3 

第 28 試合 スーパーライト級タイトルマッチ 

  〇村松 寛昌（TSK japan）                     VS    阿部 翔太郎（クラミツムエタイジム） 

                              3-0 

                                                                       

 

 


