
P I E C E アマチュア大会 

A m a t e u r  K I C K B O X I N G E v e n t 

 

 
 

※☆マークの選手は２試合となります。 
 

ジュニア ビギナークラス -22kg級 ＜45秒×1R＞ 

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌｧｲﾄ  風見 大樹(D-TRIBE)  VS   澤田 朱紗 (PAL-GYM)        
 

ジュニア ビギナークラス -22kg級 ＜45秒×1R＞ 

1.   栗原 稜侑(フリー)  VS   武内 彪雅(フリー)          
 

ジュニア ビギナークラス -28Kg級 ＜45秒×1R＞ 

2.   池田 悠愛(MIYABI) VS   松本 尚樹(PAL-GYM)         
 

ジュニア ビギナークラス -37kg級 ＜45秒×1R＞ 

3.   横山 颯太(フリー) VS   入澤 萌奈(フリー)          

 

ジュニア 初級クラス -22kg級 ＜1分×2R＞ 

4.   吉澤 鳳飛(MIYABI) VS   小髙 篤輝(拳伸ジム)      
 

ジュニア 初級クラス -28kg級 ＜1分×2R＞ 

5.   松井 源之助(G-KICK) VS   永井 啓翔(PAL-GYM)         
 

ジュニア 初級クラス -31kg級 ＜1分×2R＞ 

6.    ☆大原 桜臥(MIYABI) VS   日暮 洸冴(拳伸ジム)         
 

ジュニア 初級クラス -37kg級 ＜1分×2R＞ 

7.  蕎麦田 一輝(MIYABI)  VS   澤田 大和(PAL-GYM)         
 

一般女性 初級クラス -50kg級 ＜1分×2R＞ 

8.  山本 愛(MIYABI)  VS   菅谷 美紅(PAL-GYM)       
 

一般女性 初級クラス -50kg級 ＜１分×2R＞ 

9.  大原 直美(MIYABI) VS ☆大内 玲子(PAL-GYM)       
 

一般男性 初級クラス -67kg級 ＜1分×2R＞ 

10.  菊池 悠太(PAL-GYM) VS   大野 雅恭(D-TRIBE)         
 

 

 

 

 

 

 

【計量開始 11 時 試合開始 12 時となります】 



一般男性 初級クラス -62kg級 ＜１分×2R＞ 

11.  楠山 晃世(G-KICK) VS   斉藤 勇真(フリー)          
 

一般男性 初級クラス -54kg級 ＜1分×2R＞ 

12.  落合 靖将(モテるジム) VS   村岡 拓実(PAL-GYM)         
 

一般男性 初級クラス -80kg級 ＜1分×2R＞ 

13.   大橋 敏行(K CRONY) VS  米川 光良(MIYABI)        
 

一般男性 初級クラス -73kg級 ＜1分×2R＞ 

14.   澤  徹 (K CRONY) VS   田村 拓哉(D-TRIBE)          
 

ジュニア 中級クラス -34kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

15.    ☆大矢 涼夏 (ZERO)   VS   髙野 怜央真(PAL-GYM)       
 

一般 中級クラス -60kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

16.   半村 照明(D-TRIBE) VS   菊池 亮一(PAL-GYM)            
 

ジュニア -28kg級 トーナメント一回戦＜1分 30秒×2R＞ 

17.  髙橋 琉真(TEAM DEVIL666) VS   佐藤 羽叶(PAL-GYM)         
 

ジュニア -28kg級 トーナメント一回戦＜1分 30秒×2R＞ 

18.  須藤 一颯(PAL-GYM) VS   山口 慶大(MIYABI)          
 

一般男性 -67kg級 トーナメント一回戦＜1分 30秒×2R＞ 

19.  吉田 大樹(GRIT)  VS   田山 朋希(PAL-GYM)         
 

一般男性 -67kg級 トーナメント一回戦＜1分 30秒×2R＞ 

20.    城戸 祥治(TORNADO) VS   白田 侑大(MIYABI)             

 

 

         『 休 憩 15 分 』        
 
 

 

ジュニア ビギナークラス -25kg契約 ＜45秒×1R＞ 

21.   方 空翔(フリー)  VS   大内 雄翔(フリー)         
 

ジュニア ビギナークラス -28kg契約 ＜45秒×1R＞ 

22.  中野 愛斗(MIYABI) VS    渡辺 琉(PAL-GYM)         
 

ジュニア ビギナークラス -40kg契約 ＜40秒×1R＞ 

23.  渡辺 蓮(フリー)   VS   萩原 恵琉(フリー)          
 

ジュニア 初級クラス -37kg級 ＜1分×2R＞ 

24.   高田 悠世(MIYABI) VS   道口 保乃華(PAL-GYM)       
 

ジュニア 初級クラス -34kg級 ＜1分×2R＞ 

25.   ☆大原 桜臥(MIYABI)  VS   福田 希聖貴(ZERO)        
 

 

 



ジュニア 初級クラス -50kg級 ＜1分×2R＞ 

26.   吉田 琉莉(シリラック) VS   萩原 維吹（PAL-GYM)        
 

一般女性 初級クラス -55kg級 ＜１分×2R＞ 

27.   メルティーキラ(拳伸ジム) VS   髙野 紗和(PAL-GYM)         
 

一般男性 初級クラス -62kg級 ＜1分×2R＞ 

28.    関根 瑞希(フリー)  VS  宮田 絢介(PAL-GYM)         
 

一般男性 初級クラス -62kg級 ＜1分×2R＞ 

29.     小松崎 隆聖(K CRONY) VS   井川 誠(MIYABI)              
 

一般男性 初級クラス -58kg級 ＜1分×2R＞ 

30.       井川 光(MIYABI)  VS   飛田 直哉(PAL-GYM)         
 

一般男性 初級クラス -67kg級 ＜1分×2R＞ 

31.  塩谷 友規(MIYABI) VS   小竹 俊明(TORNADO)          
 

一般 初級クラス -80kg級 ＜1分×2R＞ 

32.   櫻井 暁(K CRONY)  VS  柴崎 まこと(フリー)           
 

ジュニア 中級クラス -34kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

33.     ☆大矢 涼夏 (ZERO)  VS   高野 聡央真(PAL-GYM)          
 

ジュニア 中級クラス -40kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

34.   池田 想夏(MIYABI) VS   渡邉 郁哉(TORNADO)         
 

ジュニア 中級クラス -45kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

35.   山際 風花(モテるジム) VS   蛭田 雄翔(PAL-GYM)          
 

ジュニア 中級クラス -54kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

36.  菅谷 拓海(MIYABI) VS  根本 陸(D-TRIBE)          
 

一般女性 中級クラス -50kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

37.   笠原 瑠来(TORNADO)     VS ☆大内 玲子(PAL-GYM)         
 

一般男性 中級クラス -50kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

38. 鴇田 波琉(ﾓﾘﾀｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ) VS   三代 真之介(PAL-GYM)        
 

一般男性 初級クラス -54kg級 ＜1分×2R＞ 

39.  鈴木 雅人 (拳伸ジム) VS   落合 靖将(モテるジム)        

 

一般男性 上級クラス -73kg級 ＜1分 30秒×2R＞ 

40.  久保 英輝(MIYABI) VS   澤田 和樹(PAL-GYM)          

 

ジュニア -28kg級 トーナメント決勝戦 ＜1分 30秒×2R＞ 

41.  17 試合勝者  VS   18 試合勝者              
 

一般男性 -67kg級 トーナメント決勝戦 ＜1分 30秒×2R＞ 

42.  19 試合勝者  VS   20 試合勝者                   

 



 

 

全試合終了後に表彰式を行います。 
 

MVP 賞 1名 

殊勲賞 1名 

技能賞 1名 

敢闘賞 1名 

ﾍﾞｽﾄﾌｧｲﾄ賞 1試合 

 

該当者はリング上で表彰を行います。 


