
順番 オンス

まつだ　りゅうき たなか　こうせい

松田　龍聖 田中恒星
おおにし　つばさ まつもと　りゅうと

大西　翼 松本　龍斗
にしむら　まさとら ますだ　しん

西村　直虎 増田　心
なかの　ゆうせい むらかみ　りょうせ

中野　悠成 村上　龍世
あまの　そうた たのうえ　こゆる

天野　颯大 田上　越累
ふるむら　ひかる エクシンディコンジム のぶすえ　じゅん

古村　光 ＪＡＰＡＮ 延末　純

にしかわ　れおん もとむら　あえら

西川　獅音 本村　亜瑛麗
ほしの　いまり はらいけ　しゅんや

星野　依莉 原池　隼矢
さとう　ゆら きべ　みずき

佐藤　由來 木部　泉葵
あおき　りょうた あきた　はな

青木　梁大 秋田　芭菜
かわい　てつゆき ささい　たかゆき

河合　哲如 笹井　貴之

すずき　りゅうせい たなか　こうせい

鈴木　瑠皇 田中恒星
たなか　えいじ なかの　たいせい

田中　英司 中野　泰誠

さとう　しょうたろう しもだ　ひろゆき

佐藤　翔太郎 霜田　拓悠

いのうえ　たつお あきもと　しょうへい

井上　辰男 秋元　翔平
いけのさこ　まさゆき おぎはら　たつや

池之迫 雅幸 荻原　辰哉
あきた　はる

秋田　巴琉
たけもと　りょうご いわもと　ひろし

竹本　亮吾 岩元　裕志

ほしの　しんいちろう やまじ　つよし

星野　伸一郎 山路　剛史

あんどう　ひさし

安藤　比佐志
すずき　りゅうせい まつだ　りゅうき

鈴木　瑠皇 松田　龍聖
ほしの　かえで

星野　楓

キング・ムエ

チーム
グラディエーター

キング・ムエ

9 ２３㎏級 Ｊｒ 8 キング・ムエ 京都野口ジム

B クラス ／  ９０秒×２Ｒ インターバル３０秒

8 42㎏級

6 フライ級

ライト級 一般

3 ３８㎏級 Ｊｒ 12 ＯＩＳＨＩ-ＧＹＭ

第７試合の勝者

一般 12

5 ４６ｋｇ級 Ｊｒ 12 インスパイアＳ

2 フェザー級 一般 12 風吹ｼﾞﾑ

MuayThai Super Fightアマチュア大会「スック　ワンキントーン」vol.5

Ａクラス  ／  ２分×２Ｒ インターバル３０秒

赤コーナー 青コーナー

4 ３４㎏級 Ｊｒ 10 大原道場 及川道場

1 ３０Ｋｇ級 10 大原道場 LEGENDジムＪｒ

京都野口ジム

LEGENDジム

第５試合の勝者

11 ライト級 一般 14 インスパイアＳ キング・ムエ

Ａクラス  ／  ２分×２Ｒ インターバル３０秒

３０Ｋｇ級 Ｊｒ 10 LEGENDジム12

第２試合の勝者

キング・ムエ

14 キング・ムエ

及川道場

LEGENDジム

79kg契約 一般 16 ムエタイ
ファイタークラブ

インスパイアＳ

大原道場

ＯＩＳＨＩ-ＧＹＭ

Ｊｒ 8

Ｊｒ 10 大原道場
ストライキングジム

アレス

ＯＩＳＨＩ-ＧＹＭ

Ｊｒ 12 LEGENDジム
ムエタイ

ファイタークラブ

16 ライト級 一般 14

13 ３０㎏級 Ｊｒ 10 LEGENDジム

7 ２６㎏級 Ｊｒ 8 LAGENDジム

10 30㎏級

16 MACSジム

B クラス ／  ９０秒×２Ｒ インターバル３０秒

14

Ｊｒ 10

17 26㎏級

京都野口ジム

マスターズ ／  ９０秒×２Ｒ インターバル３０秒

キング・ムエブラジリアン・タイ

15 71kg契約 一般

フェザー級 一般 12 ＯＩＳＨＩ-ＧＹＭ
チーム

グラディエーター

20 フェザー級 一般 12 ＯＩＳＨＩ-ＧＹＭ

Ａクラス  ／  ２分×２Ｒ インターバル３０秒

18

ストライキングジム
アレス

階級／部門

22 ４６ｋｇ級 Ｊｒ 12

21 ３０Ｋｇ級

19



順番 オンス

しまだ　だいき エクシンディコンジム おおにし　りゅうき

嶋田　大輝 ＪＡＰＡＮ 大西　竜輝
もりやま　ゆうと きむら　こうき

森山　侑音 木村　晧稀

なかむら　しょう エクシンディコンジム とみやま　たくま

中村　匠 ＪＡＰＡＮ 冨山　拓馬

順番 オンス

よしだ　こうせい たなか　まいく

吉田　晄成 田中　真郁
わだ　たくと にしかわ　けいご

和田　拓飛 西川　景悟
くまもと　ひろし かずしま　りく

隈本　浩志 数島　大陸
いでぐち　ゆうと ありい　しょあ

井手口　優斗 有井　渚海
いしい　じゅらい エクシンディコンジム なかの　こうき

石井　寿来 ＪＡＰＡＮ 中野　煌己
ふるむら　ひかる エクシンディコンジム やかけ　ゆうき

古村　光 ＪＡＰＡＮ 矢掛　雄貴
まつい　れんた はつだ　しんのすけ

松井　蓮汰 初田　慎之介

25 ５２㎏級 Ｊｒ 12 ムエタイ
ファイタークラブ

23 ３３㎏級 Ｊｒ 10

WeedGYM

LEGENDジム

フライ級 一般 12

29 ４６ｋｇ級 Ｊｒ 12 及川道場WeedGYM

京都野口ジム

28 ３８㎏級 Ｊｒ 12 WeedGYM 及川道場

ＯＩＳＨＩ-ＧＹＭ10Ｊｒ３4㎏級24

～九州選抜ＶＳ西日本選抜　対抗戦～
B クラス ／  ９０秒×２Ｒ インターバル３０秒

階級／部門 赤コーナー（九州選抜） 青コーナー（西日本選抜）

Ａクラス  ／  ２分×２Ｒ インターバル３０秒

27 ３５Kg級 Ｊｒ 10 萬田道場 LEGENDジム

26 ３４㎏級 Ｊｒ 10 WeedGYM LEGENDジム

階級／部門 赤コーナー 青コーナー

※防具の装着は、セコンドの方で行ってください。

30 ２６㎏級 Ｊｒ 8 大原道場

※ヘットギアは、サイズが合わない場合タオルを挟むなどして対処していただいてかまいません。

32 ５１㎏級 Ｊｒ 12 萬田道場 LEGENDジム

31


