
沢山のお申込みありがとうございました。 

組合せにより、ご希望通りのクラスに組めなかった方もいらっしゃいますが、ご了承下さいますようお願い

致します。 

 

左 赤コーナー  右 青コーナー 

※は二試合行う選手 

 

【第 1試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

佐藤 陽輝 (GRABS) VS 野澤 椰央 (GRABS) 

 

【第 2試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

時田 浬玖 (GRABS) VS 黒川 結菜 (GRABS) 

 

【第 3試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

野澤 柚羽 (GRABS) VS ダグバジャム オユンゲレル (GRABS) 

 

【第 4試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

※大田 将太郎 (GRABS) VS 大原 凌汰郎 (ARMS) 

 

【第 5試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

黒川 蒼介 (GRABS) VS 阿見 蒼真 (ARMS) 

 

【第 6試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

遠藤 有音 (GRABS) VS 柚原 大志 (GRABS) 

 

【第 7試合】一般 C グローブ（16OZ） 

 

五十嵐 豊 (GRABS) VS 森 玲太  (kickboxing academy) 

 

【第 8試合】 一般 C グローブ（14OZ） 

 

江利山 智之 (GRABS) VS 山梨 太 (K&K) 

 

【第 9試合】一般 C 赤（14OZ） 青（16OZ） 

 

※新屋 宗伸 (GRABS) VS 宗本"シルバー"貴弘 (GRABS) 



  

【第 10試合】一般 C グローブ（16OZ） 

 

大久保 (GRABS) VS 柚原 謙一 (GRABS) 

 

【第 11試合】一般 C グローブ（16OZ） 

 

小林 啓二朗 (GRABS) VS 奥田 龍等 (ザワジム) 

 

【第 12試合】一般 C グローブ（16OZ） 

 

※阿部 摛久 (GRABS) VS 飯田 明彦 (HAK) 

 

【第 13試合】一般 C グローブ（16OZ） 

 

大井 裕登 (GRABS) VS 足立 卓磨 (HAK) 

 

【第 14試合】一般 C グローブ（16OZ） 

 

錦織 祐輝 (GRABS) VS 寺嶋 未来 (ARMS) 

 

【第 15試合】レディース C 赤（14OZ）青（12OZ） 

 

凄腕鍼灸師 祥子 (GRABS) VS 下川 佳苗 (HAL) 

 

【第 16試合】レディース C グローブ（14OZ） 

 

工藤さん (GRABS) VS ぐっさん (GRABS) 

 

【第 17試合】一般 B グローブ（16OZ） 

 

水口"マッハ"貴弘 (GRABS) VS 西 健治 (WRS札幌) 

 

【第 18試合】一般 B グローブ（16OZ） 

 

柴山 真 (GRABS) VS 住友 よしや (ザワジム) 

 

【第 19試合】一般 B グローブ（16OZ） 

 

佐々木 武頌 (GRABS) VS  イ・ワヤン・プトウ(ザワジム) 

 

【第 20試合】一般 B グローブ（16OZ） 



 

ヤムチャ (GRABS亀仙流) VS トウ・コウリン (kickboxing academy) 

 

【第 21試合】一般 B グローブ（16OZ） 

 

松井 虹兵 (横浜ファイトクラブ) VS 矢吹 空也 (ザワジム) 

 

【第 22試合】一般 B グローブ（16OZ） 

 

※新屋 宗伸 (GRABS) VS 松谷 聡 (K&K) 

 

【第 23試合】一般 B グローブ（16OZ） 

 

※阿部 璃久 (GRABS) VS 飯森 和雅 (WRS札幌) 

 

【第 24試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

工藤 優愛 (GRABS) VS  第二試合 勝者 

 

【第 25試合】Jr.C グローブ（12OZ） 

 

齋藤 弥優 (GRABS) VS  第三試合 勝者 

 

【第 26試合】Jr.C グローブ （12OZ） 

 

※大田 将太郎 (GRABS) VS  西 侑李 (GRABS) 

 

【第 27試合】レディース C グローブ（14OZ） 

 

暴走機関車 (GRABS) VS 津田 由佳梨 (がんばれ道場) 

 

【第 28試合】Jr.A グローブ（12OZ） 

 

佐藤 梨乃 (GRABS) VS  本馬 美有 (サームリアム) 

 

【第 29試合】一般 A グローブ（14OZ） 

 

東 天晴 (K&K) VS 川久保 響 (ELEVEN) 

 

【第 30試合】一般 A グローブ（14OZ） 

 

大田 龍之介 (GRABS) VS 下田 柊我 (GRABS) 


