NJKF EXPLOSION 試合結果 ２０１５．４．２９（水） 東京・新宿FACE
U１５小学生高学年 Aクラス 1分３０秒×２R（３０秒）
第１試合 A －３１ｋｇ

加藤 天翔 （パワーオブドリーム）

× VS ○馬場 由輝 （WSR池袋）

第２試合 A －３１ｋｇ

花岡 竜 （橋本道場）

○ VS ×寺山 遼冴 （チームTEPPEN)

第３試合 A －３１ｋｇ

畔上 拳星 （パワーオブドリーム）

○ VS ×谷津 晴之 （新興ムエタイ）

第４試合 A －４５ｋｇ

澤口 晧太 （パワーオブドリーム）

△ VS △中村 功明 （チームTEPPEN)

U１５中学生 Aクラス １分３０秒×２R（３０秒）
第５試合 A －３４ｋｇ

永井 天馬 （WSR蕨）

○ VS ×所 仁翔 （Refre'ｋ）

第６試合 Ａ －４０ｋｇ

山田 真之介 （橋本道場）

× VS ○奥脇 竜哉 （はまっこムエタイジム）

第７試合 Ａ －４０ｋｇ

松谷 桐 （VALLELY）

× VS ○中山 英治 （E.S.G）

第８試合 A －４５ｋｇ

大田 一航 （新興ムエタイ）

○ VS ×田丸 辰 （平井道場）

第９試合 A －５０ｋｇ

山口 鋭正 （鍛錬会）

○ VS ×三好 雄希 （Refre'ｋ）

第１０試合 A －５５ｋｇ

山口 道崇 （鍛錬会）

○ VS ×中山 海人 （E.S.G）

一般 Bクラス 1分３０秒×２R（３０秒）
第１１試合 B フライ級

高田 龍旺 （Bombo Freeｌｙ）

× VS ○山岸 正幸 （センチャイ）

第１２試合 B S.フェザー級

久保田 雄太（新興ムエタイ）

○ VS ×赤尾杉 武士 （GANGA）

第１３試合 B ライト級

里吉 栄次 （BELLEF）

○ VS ×米山 直輝 （８７キックフィットネスクラブ）

第１４試合 B S.ライト級

亀島 一徳 （センチャイ）

△ VS △関口 裕太郎 （HIDE'ｓ ＫＩＣＫ！）

第１５試合 Ｂ S.ウェルター級

石川 竜聖 （町田金子）

× VS ○藤谷 大介 （GANGA）

一般 Aクラス ２分×２R（３０秒）
第１６試合 A バンタム級

森 貴慎 （センチャイ）

× VS ○高木 達也 （はまっこムエタイジム）

第１７試合 A ライト級

岡村 穂 （拳粋会）

○ VS ×井原 颯文 （８７キックフィットネスクラブ）

第１８試合 A S.ライト級

樋田 拓也 （GANGA）

○ VS ×能登 恭平 （E.S.G）

第１９試合 A ウェルター級

木村 弘志 （OGUNI）

○ VS ×和田 竜太 （VERTEX）

第２０試合 A ウェルター級

藤島 崇志 （GANGA）

× VS ○古谷 研人 （TRY-EX）

U１５小学生低学年 A・Bクラス 1分×２R（３０秒）
第２１試合 B －２５ｋｇ

櫻井 嵐 （橋本道場）

× VS ○黒木 弥月 （WSR池袋）

第２２試合 B －２８ｋｇ

長嶋 光伯 （ONE'S GOAL）

○ VS ×増田 旭 （８７キックフィットネスクラブ）

第２３試合 A －２５ｋｇ

曽我 流生 （新興ムエタイ）

△ VS △馬場 藍希 （WSR池袋）

第２４試合 A －２５ｋｇ

田邊 日向 （橋本道場）

× VS ○所 風雅 （Refre'ｋ）

第２５試合 A －２５ｋｇ

田邊 美瑠 （橋本道場）

× VS ○稲川 銀志 （VERTEX）

第２６試合 A －２８ｋｇ

永井 龍馬 （WSR蕨）

× VS ○坂本 嵐 （キングジム）

U１５小学生高学年 A・Bクラス 1分３０秒×２R（３０秒）
第２７試合 A －３４ｋｇ

小林 亜維二 （新興ムエタイ）

○ VS ×櫻井 竜馬 （橋本道場）

第２８試合 B －３１ｋｇ

高橋 愁 （新興ムエタイ）

× VS ○越前屋 亮 （キングジム）

第２９試合 Ｂ －３４ｋｇ

佐藤 蒔音 （センチャイ）

○ VS ×原田 彪 （８７キックフィットネスクラブ）

第３０試合 Ａ －３1ｋｇ

花岡 竜 （橋本道場）

○ VS ×白川 泰地 （WSR蕨）

第３１試合 Ａ －３４ｋｇ

堀 竜吾 （橋本道場）

× VS ○馬場 由輝 （WSR池袋）

第３２試合 Ａ －３４ｋｇ

塚野 龍人 （鍛錬会）

× VS ○野田 翔太 （チームTEPPEN)

第３３試合 A －３７ｋｇ

鳥越 翔太 （韓道場）

× VS ○桂 英慈 （WSR池袋）

第３４試合 A －３７ｋｇ

大田 蒔杏 （新興ムエタイ）

△ VS △高野 亮司 （８７キックフィットネスクラブ）)

一般 Bクラス 1分３０秒×２R（３０秒）
第３５試合 B フライ級

山岸 正幸 （センチャイ）

× VS ○小澤 一世 （キングジム）

第３６試合 B S.バンタム級

髙井 和史 （DTS）

△ VS △樋口 健二 （キングジム）

第３７試合 B フェザー級

王 キヨシ （新興ムエタイ）

○ VS ×山中 泰斗 （亀の子道場）

第３８試合 B ライト級

高橋 幸平 （ブリザードジム）

× VS ○米山 直輝 （８７キックフィットネスクラブ）

第３９試合 B S.ライト級

鈴木 智博 （OGUNI）

○ VS ×亀島 一徳 （センチャイ）

第４０試合 B S.ライト級

小林 昭仁 （OGUNI）

× VS ○関口 景太 （キングジム）

第４１試合 B S.ウェルター級 大久保 貴博 （OGUNI）

△ VS △森田 幸輔 （８７キックフィットネスクラブ）

第４２試合 B S.ウェルター級 渡邊 知久 （Bombo Freely）

○ VS ×藤谷 大介 （GANGA）

第４３試合 B ミドル級

○ VS ×長田 将彦 （VALLELY ）

亀井 海 （OGUNI）

一般 Aクラス ２分×２R（３０秒）
第４４試合 A S.フェザー級
第４５試合 A ライト級
第４６試合 A ミドル級

久保田 雄太 （新興ムエタイ）

○ VS ×森井 武史 （ブリザードジム）

井原 颯文 （８７キックフィットネスクラブ） ○ VS ×浜川 慎司 （WSR池袋）
塩野 恭平 （HIDE'ｓ ＫＩＣＫ！）

○ VS ×大原 一也 （ブリザードジム）

U１５中学生 Aクラス １分３０秒×２R（３０秒）
第４７試合 A －３４ｋｇ

黒沢 侑加 （橋本道場）

× VS ○黒木 涼耶 （WSR池袋）

第４８試合 A －３４ｋｇ

山田 泰介 （橋本道場）

× VS ○谷津 陽之 （新興ムエタイ）

第４９試合 A －３４ｋｇ

堀 太虎 （橋本道場）

○ VS ×所 仁翔 （Refre'ｋ）

第５０試合 A －３７ｋｇ

岩尾 翔 （パワーオブドリーム）

○ VS ×伊藤 音真 （笹羅ジム）

第５１試合 A －４０ｋｇ

大村 修輝 （パワーオブドリーム）○ VS ×中山 英治 （E.S.G）

第５２試合 A －４０ｋｇ

山田 真之介 （橋本道場）

○ VS ×松谷 桐 （VALLELY ）

U１５中学生 Aクラス １分３０秒×２R（３０秒）
第５３試合 A －４５ｋｇ

澤口 皓太 （パワーオブドリーム）○ VS ×加藤 心直 （８７キックフィットネスクラブ）

第５４試合 A －５０ｋｇ

山口 京介 （橋本道場）

○ VS ×三好 雄稀 （Refre'ｋ）

第５５試合 A －５０ｋｇ

大田 一航 VS 田丸 辰の勝者

× VS ○辻 龍也 （WSR三ノ輪）

第５６試合 A －５５ｋｇ

服部 柊斗 （WSR西川口）

○ VS ×山田 道崇 （鍛錬会）

一般 Sクラス ２分×２R（３０秒）
第５７試合 S ミニマム級

奥脇 奈々 （はまっこムエタイジム）

○ VS ×中川 祥子 （治政館）

第５８試合 S バンタム級

高木 達也 （はまっこムエタイジム）

× VS ○小嶋 勇貴 （仲ファイティングジム）

第５９試合 S ライト級

齋藤 守 （BELLEF）

× VS ○丸山 公章 （VERTEX）

第６０試合 S ウェルター級

古谷 研人 （TRY-EX）

○ VS ×和田 竜太 （VERTEX）

U１５小学生高学年 A・Bクラス 1分３０秒×２R（３０秒）
第６１試合 A －３７ｋｇ

柴崎 優 （笹羅ジム）

○ VS ×高野 亮司 （８７キックフィットネスクラブ）)

第６２試合 A ライト級

宮野 昌紀 （OGUNI）

× VS ○高橋 幸平 （ブリザードジム）

MVP

U１５クラス

辻 龍也（WSR三ノ輪）

一般クラス

小嶋 勇希（仲ファイティングジム）

技能賞

U15中学生
一般クラス

服部 柊斗（WSR西川口） 小学生高学年 佐藤 蒔音（センチャイ） 低学年 所 風雅（Refre'ｋ）
岡村 穂（拳粋会）

敢闘賞

U15中学生 奥脇竜哉（はまっこムエタイジム） 小学生高学年 花岡 竜（橋本道場）
低学年 坂本 嵐（キングジム） 一般クラス 王 キヨシ（新興ムエタイ）

efre'ｋ）

