
試合順 赤 青

Rookiesクラス(中学生以下) -25

1 久島　丈生　※２試合 VS 三浦　愛唯

龍拳會青葉台支部 TSKJAPAN

Rookiesクラス(中学生以下) -30

2 中止 VS 中止

Rookiesクラス(中学生以下) -30

3 佐藤　湊　※２試合 VS 中村　遠真

サクシードジム TSKJAPAN

Rookiesクラス(中学生以下) -40

4 稲葉　晴流翔 VS 舘　穂華

ドージョー☆シャカリキ TSKJAPAN

Rookiesクラス(中学生以下) -50

5 鈴木　義陽　※２試合 VS 小島　嵐志　※２試合

Ten Clover GYM世田谷 TSKJAPAN

Rookiesクラス(中学生以下) -55

6 伊藤　翠柑 VS 坂井田　優空

マスターピースキックボクシング TSKJAPAN

Kids Aクラス -40

7 大井　鼓哲太　※２試合 VS 脇田　真輝

チームドラゴンジム Ten Clover GYM世田谷

Kids Bクラス -25

8 小島　快晴 VS 星野　大空

TSKJAPAN サクシードジム

Kids Bクラス -25

9 高柳　裕太郎 VS 佐島　康太

TSKJAPAN Free dom@OZ

Kids Bクラス -30

10 小島　碧海 VS 小川　大遥

TSKJAPAN 龍拳會青葉台支部

Kids Bクラス -30

11 前田　龍翔 VS 菅　史龍

TSKJAPAN チームドラゴンジム

Kids Bクラス -30

12 広瀬　龍臣 VS 平澤　蒼唯

TSKJAPAN AACC

Kids Bクラス -50

13 齊藤　琉羽 VS 谷本　怜皇

戦ジム リバイバルジム

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

XSTREAM1　対戦予定

　　　　　　　　　　キックボクシング部門 　　9時開始予定

〇

〇

△



Kids Bクラス -55

14 佐藤　珀虎 VS 坂間　海空

AACC WIVERN

Rookiesクラス(中学生以下) -25

15 市川　仁 VS 久島　丈生　※２試合

TSKJAPAN 龍拳會青葉台支部

Rookiesクラス(中学生以下) -30

16 佐藤　湊　※２試合 VS 若狭　治飛

サクシードジム MAX

Rookiesクラス(中学生以下) -35

17 菅原　優翔 VS 岡　月音

TSKJAPAN サクシードジム

Rookiesクラス(中学生以下) -50

18 山名　遥斗 VS 鈴木　義陽　※２試合

AACC Ten Clover GYM世田谷

Kids Bクラス -50

19 小島　嵐志　※２試合 VS 田宮　壱琉　※２試合

TSKJAPAN ドージョー☆シャカリキ

Kids Aクラス -45

20 小林　悠真　※２試合 VS 大井　鼓哲太　※２試合

svg ajiri gym ノーコンテスト チームドラゴンジム

Rookiesクラス(高校生以上) -55

21 平山　慎 VS 加藤　裕太

NEXT LEVEL上野 龍拳會青葉台支部

Rookiesクラス(高校生以上) -55

22 木村　悠貴 VS 関　凪

ライラプス東京北星ジム チームドラゴンジム

Rookiesクラス(高校生以上) -60

23 名倉　昇太 VS 大平　豪

サンライズジム チームドラゴンジム

Rookiesクラス(高校生以上) -60

24 寺岡　和成 VS 冨上　忠浩

Ten Clover GYM世田谷 オフィス登竜

Rookiesクラス(高校生以上) -60

25 市原　透磨 VS 秋山　俊介　※２試合

サンライズジム MAX

Rookiesクラス(高校生以上) -65

26 河原　直哉 VS 須崎　金太郎　※２試合

フリー 小比類巻道場

Rookiesクラス(高校生以上) -65

27 眞野　真大 VS 花木　一誠

チームドラゴンジム 誠真会館 所沢道場

Rookiesクラス(高校生以上) -70

28 定京　俊樹　※２試合 VS 井岡　巧

CAVE STRUGGLE

△

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

△

〇

〇

×

〇

△

〇

〇



Rookiesクラス(高校生以上) -70

29 廣田　嵩　※２試合 VS 清水　剛士

サンライズジム フリー

Rookiesクラス(高校生以上) -75

30 エサニ　キヤ　※２試合 VS 山本　航太

オフィス登竜 フリー

Rookiesクラス(高校生以上) -80

31 野村　直道 VS 河村　佳明

横浜キックボクシングアカデミー STRUGGLE

一般女子-50

32 新倉　沙希 VS 成田　柊

TSKJAPAN AACC

一般男子Aクラス -60

33 山田　涼太 VS 石井　凌央　※２試合

LAILAPS東京北星ジム 反則勝ち 士魂村上塾

一般男子Aクラス -65

34 山崎　一央　※２試合 VS 玉城　正盛

WIVERN 中止 フリー

一般男子Bクラス -55

35 鈴木　公多郎 VS 安達　卓也

チームドラゴンジム ドージョー☆シャカリキ

一般男子Bクラス -55

36 松延　聖希　※２試合 VS 中村　雷騎

チームドラゴンジム JTクラブジム

一般男子Bクラス -55

37 寺本　翔哉　※２試合 VS 貴田　皓太　※２試合

チームドラゴンジム 國學院大學キックボクシング部

一般男子Bクラス -55

38 栗崎　竜夫 VS 鎌倉　駿

戦ジム ライラプス東京北星ジム

一般男子Bクラス -60

39 勝見　斗軌 VS 堤　大輝　※２試合

Yokohama Kickboxing Academy トイカツ道場

一般男子Bクラス -60

40 浅見　斗希 VS 櫻井　主帝　※２試合

LAILAPS東京北星ジム チームドラゴンジム

一般男子Bクラス -60

41 神谷　享憲 VS 加藤　利一

LAILAPS東京北星ジム STRUGGLE

一般男子Bクラス -60

42 近藤　拓弥 VS 井上　彪嘉

士魂村上塾 リバイバルジム

一般男子Bクラス -65

43 岡野　生輝　※２試合 VS 砂生　健二

パラエストラ千葉 青津道場

〇

〇

△

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

△

〇



一般男子Bクラス -65

44 鈴木　暢 VS 重光　敦

マガジム チームドラゴンジム

一般男子Bクラス -65

45 阿久津　厳長 VS 杉本　圭伍

フリー 國學院大學キックボクシング部

一般男子Bクラス -70

46 中止 VS 中止

一般男子Bクラス -70

47 小柴　匠 VS 吉川　篤史

アカデミア・アーザ NEXT LEVEL渋谷

一般男子Bクラス -70

48 加賀崎　大介 VS 眞木　拓万　※２試合

國學院大學キックボクシング部 誠真会館所沢道場

一般男子Bクラス -80

49 後藤　皇喜 VS 片岡　良輔　※２試合

フリー 戦ジム

Rookiesクラス(高校生以上) -70

50 廣田　嵩　※２試合 VS 定京　俊樹　※２試合

サンライズジム 中止 CAVE

Rookiesクラス(高校生以上) -60

51 矢尾板　裕亮 VS 秋山　俊介　※２試合

STRUGGLE MAX

Rookiesクラス(高校生以上) -65

52 都留　光希 VS 須崎　金太郎　※２試合

大石キックボクシングクラブ 小比類巻道場

Rookiesクラス(高校生以上) -80

53 エサニ　キヤ　※２試合 VS 磯野　悠安　※２試合

オフィス登竜 チームドラゴンジム

Kids Bクラス -40

54 木津　鷹空守　※２試合 VS 斉藤　雅紘

イモータルジム AKIRA武道スクール

Kids Bクラス -40

55 齋藤　大晴 VS 秋元　夢海志

TSKJAPAN 中止 AKIRA武道スクール

一般男子Bクラス -55

56 橋本　寛祐 VS 寺本　翔哉　※２試合

士魂村上塾 チームドラゴンジム

一般男子Aクラス -65

57 山崎　一央　※２試合 VS 今泉　瑛司

WIVERN 試合内容変更 bellwoodgym

一般男子Bクラス -60

58 加賀　裕大 VS 行方　仁哉

WIVERN 試合内容変更 STB Jpan

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇



一般男子Bクラス -65

59 加藤　亮 VS 岡野　生輝　※２試合

青津道場 パラエストラ千葉

一般男子Bクラス -70

60 眞木　拓万　※２試合 VS 栗原　秀樹

誠真会館所沢道場 チームドラゴンジム

一般男子Aクラス -58

61 矢島　央大 VS 金山　恵人

チームドラゴンジム 士魂村上塾

一般男子Aクラス -60

62 今泉　瑛司 VS 石井　凌央　※２試合

bellwoodgym 中止 士魂村上塾

一般男子Aクラス -65

63 山崎　一央　※２試合 VS 村松　寛昌

WIVERN TSKJAPAN

Kids Bクラス -40

63.5 木津　鷹空守　※２試合 VS 秋元　夢海志

イモータルジム 追加 AKIRA武道スクール
〇

〇

〇

△ △

〇



一般男子Bクラス -65

64 梅田　迅　※２試合 VS 福永　光輝

AKIRA武道スクール チームドラゴンジム

KidsBクラス -25

65 近江　こうが　※２試合 VS 鈴木　翔大

AKIRA武道スクール TEAM DEVIL666

Kids Aクラス -40

66 梅田　剣 VS 菅　大凱　※２試合　

AKIRA武道スクール チームドラゴンジム

Kids Rookies-35

67 小川　珠空 VS 木津　鷹空守　※２試合

AKIRA武道スクール チームイモータル

KidsAクラス -30

68 因間　大登 VS 野本　かれん

AKIRA武道スクール WIVERN

Kids Aクラス -50

69 元井　大輝 VS 鈴木　愛虎

AKIRA武道スクール HIDE GYM

一般男子Bクラス -55

70 山本　陽忠 VS 松延　聖希　※２試合

AKIRA武道スクール チームドラゴンジム

一般男子Bクラス -75

71 古澤　隆広 VS 磯野　悠安　※２試合

STRUGGLE チームドラゴンジム

KidsBクラス -25

72 近江　こうが　※２試合 VS 鈴木　翔大

AKIRA武道スクール 中止 TEAM DEVIL666

Kids Aクラス -50

73 田中　瑛流 VS 菅　大凱　※２試合

HIDE GYM チームドラゴンジム

一般男子Bクラス -65

74 梅田　迅　※２試合 VS 佐野　寿貴

AKIRA武道スクール 大石キックボクシングクラブ

KidsAクラス -30

74.2 因間　大登 VS 鈴木　翔大

AKIRA武道スクール 追加 TEAM DEVIL666

KidsAクラス -30

74.3 野本　かれん　※２試合 VS 三星　咲空

WIVERN 追加 TEAM DEVIL666

〇

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

△

〇

〇

　　　　　　　　　　　　ムエタイ部門　　13時半開始予定



Kids空手 Rookies -40

75 高島田　敬太 VS 千田　蒼海　※２試合

龍拳會青葉台支部 チームドラゴンジム

Kids Bクラス -30

76 竹内　莞太 VS 佐藤　涼空　※２試合

龍拳會青葉台支部 AKIRA武道スクール

Kids Bクラス -30

77 野間　瑞熙 VS 内堀　怜音　※３試合

ITF-NIPPON  誠真会館 東伏見道場

Kids Bクラス -40

78 本田　望笑 VS 石渡　壮亮　※２試合

龍拳會青葉台支部 誠真会館 所沢道場

Kids空手 Rookies -25

79 竹内　桔平 VS 羽田野　丈忍

龍拳會青葉台支部 AKIRA武道スクール

Kids空手 Rookies -25

80 池山　新汰 VS 山川　拳志

龍拳會青葉台支部 チームドラゴンジム

Kids空手 Rookies -30

81 郷田　誠一郎 VS 金今　範人

龍拳會青葉台支部 チームドラゴンジム

Kids空手 Rookies -35

82 藤田　明花音 VS 三橋　剣翔

韓道場 AKIRA武道スクール

Kids Bクラス -25

83 酒井　琉葵 VS 太田　颯真

龍拳會青葉台支部 誠心会館

Kids Bクラス -25

84 星野 大地 VS 小澤　直太郎

龍拳會青葉台支部 インフル？ 誠真会館 所沢道場

Kids Bクラス -30

85 石山　稜之助 VS 濱口　こうすけ

韓道場 試合内容変更  誠真会館 東伏見道場

Kids Bクラス -30

86 染谷　秋斗 VS 青木　日和

龍拳會青葉台支部 AKIRA武道スクール

Kids Bクラス -35

87 石山　詢之助 VS 池田　大臥　※２試合

韓道場 誠真会館所沢道場

Kids Bクラス -40

88 上田　洋文 VS 青木　虎ノ介

ITF-NIPPON  誠真会館 東伏見道場

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

空手部門



Kids Bクラス -40

89 齋藤　蒼空 VS 濱口　尚起

龍拳會青葉台支部  誠真会館 東伏見道場

Kids Bクラス -50

90 對馬　優心 VS 重廣　奏人

チームドラゴンジム 誠真会館所沢道場

Kids空手 Rookies -50

91 仙田　蒼海　※２試合 VS 原　史哉

チームドラゴンジム 誠真会館所沢道場

Kids Bクラス -30

92 佐藤　涼空　※２試合 VS 内堀　怜音　※３試合

AKIRA武道スクール  誠真会館 東伏見道場

Kids Bクラス -35

93 長井　泰雅 VS 池田　大臥　※２試合

 誠真会館 東伏見道場 誠真会館所沢道場

Kids Bクラス -40

94 小松　絆夏 VS 石渡　壮亮　※２試合

韓道場 誠真会館 所沢道場

Kids Aクラス -30

95 吉村　花桜 VS 大野　響介

韓道場 AKIRA武道スクール

Kids Aクラス -45

96 小林　悠真　※２試合 VS 島田　航志

svg ajiri gym ドージョー☆シャカリキ

Kids Aクラス -60

97 吉成　藍里 VS 田宮　壱琉　※２試合

龍拳會青葉台支部 ドージョー☆シャカリキ
〇

〇

△

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇



オープニングマッチ

マーシャルアーツB -65

98 本郷　良基 VS 田川　宜輝

岡澤道場埼玉本部 チームドラゴンジム

（テコンドー） （空手）
マーシャルアーツB -60

99 山之内　蓮 VS 貴田　皓太　※２試合

岡澤道場埼玉本部 國學院大學キックボクシング部

（テコンドー） （キックボクシング）

Gentlemanキックボクシング -65

100 中塚　マサ VS 三科　尚也

YKA 龍拳會青葉台支部

（キックボクシング） （キックボクシング）
Gentlemanマーシャルアーツ -55

101 鹿島　信元 VS 亀井　勝

チームドラゴンジム SVG ajiri gym

（ボクシング） （ムエタイ）
Gentlemanキックボクシング -65

102 広瀬　育弘 VS 太田　裕二

AKIRA武道スクール サンライズジム

（ムエタイ） （キックボクシング）

スペシャルマッチ

マーシャルアーツBクラス -52

103 牛山　華子 VS 上原　茉莉奈

HIDE'ｓ　KICK サクシードジム

（テコンドー） （少林寺拳法）
マーシャルアーツAクラス -53

104 菱伊　里緒 VS 島田　知佳

岡澤道場 GRES 8Mile GYM

（テコンドー） （キックボクシング）
マーシャルアーツルーキーズ-76

105 佐藤　瑠生亮 VS 塩原　知朗

カポエイラテンポ 誠真会館

（カポエイラ） （空手）
マーシャルアーツAクラス -67.5

106 三留　大征 VS 竹之内　照善

岡澤道場 フリー

（テコンドー） （伝統派空手）

〇

△

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

△

△

第二部　ジェントルマンファイト・スペシャルマッチ　17時開始予定



キックボクシングB クラス+80

107 片岡　良輔　※２試合 VS 鈴木　海希

戦ジム フリー

（キックボクシング） （相撲）
Gentlemanキックボクシング クラス-70

108 古徳　大輔 VS 田口　健一郎

R-BLOOD サクシードジム

（空手） （キックボクシング）
GentlemanキックボクシングB クラス+80

109 鷹木　ビンゴ VS 長里　清

SUGAMOプロレス サンライズジム

（モノマネレスラー） （キックボクシング）

〇

△

〇

△


