
第1試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 

75 本明 こすず ホンミョウ コスズ K-1ジム目黒 163cm 19 東京都 ※2試合実施/1試合
76 西 日和 ニシ ヒヨリ 優弥道場 155cm 28 千葉県

第2試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

77 渡邉 英史 ワタナベ ヒデフミ SUBMIT MMA 179cm 23 静岡県 ※2試合実施/1試合
78 井尻 洋輔 イジリ ヨウスケ K-1ジム目黒 172cm 32 東京都

第3試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

79 藤井 響 フジイ ヒビキ SUBMIT MMA 172cm 21 静岡県 ※2試合実施/1試合
80 大城 光希 オオシロ ミツキ BLITZ 174cm 16 静岡県

第4試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 

81 楠木 克典 クスノキ カツノリ K-1ジム蒲田 178cm 28 東京都 ※2試合実施/1試合
82 小泉 良太 コイズミ リョウタ K-1ジム相模大野 178cm 26 神奈川県

第5試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -50㎏  ワンマッチ 

83 森田 凪音 モリタ ナオ AXGYM 155cm 22 埼玉県

84 松村 寿美 マツムラ コトミ RING∞ 156cm 12 東京都 ⽋場

第6試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -50㎏  ワンマッチ 

85 齋藤 鈴花 サイトウ リンカ K-1ジム五反田 165cm 16 東京都

86 守隨 あゆみ シュズイ アユミ K-1ジム目黒 160cm 26 東京都

第7試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

87 佐保田 拓実 サホダ タクミ K-1ジム相模大野 164cm 24 神奈川県

88 間澤 そら マザワ ソラ K-1ジム大宮 169.7cm 20 埼玉県 ⽋場

第8試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

89 髙木 義国 タカギ ヨシク二 K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 165cm 16 東京都

90 横山 響 ヨコヤマ ヒビキ K-1ジム総本部 171cm 24 東京都

第9試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

91 黒田 真夏 クロダ マナツ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 171cm 15 神奈川県

92 伊藤 大 イトウ ダイ K-1ジム蒲田 171cm 24 東京都 ⽋場

第10試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス +75㎏  ワンマッチ 

93 菅沼 克紀 スガヌマ カツキ K-1ジム大宮 183cm 24 埼玉県

94 豊野 輔 トヨノ タスク K-1ジム目黒 180cm 47 東京都

第11試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス +75㎏  ワンマッチ 

95 田上 健太 タガミ ケンタ K-1ジム蒲田 181cm 23 東京都

96 柴崎 竜也 シバザキ タツヤ K-1ジム相模大野 178cm 22 神奈川県

第13試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 

97 福村 英里華 フクムラ エリカ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 155cm 19 神奈川県

98 杉浦 祐子 スギウラ ユウコ 優弥道場 155cm 35 千葉県

第14試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 

75 本明 こすず ホンミョウ コスズ K-1ジム目黒 163cm 19 東京都 ⽋場
99 泉 佐代子 イズミ サヨコ 優弥道場 157cm 31 東京都

第15試合 ◆K-1チャレンジ　Cクラス　-60㎏　ワンマッチ

100 米澤 弦輝 ヨネザワ ゲンキ K-1GYM蒲田 169cm 33 神奈川県

106 川島 信秀 カワシマ ノブヒデ FELiA 170cm 22 神奈川県

第16試合 ◆K-1チャレンジ　Cクラス　女子　-50㎏　ワンマッチ

102 村岡 暁巳 ムラオカ アキミ Revive 高円寺 164cm 31 東京都

103 滝沢 雄太 タキザワ ユウタ 優弥道場 169cm 31 千葉県

第16.5試合 ◆K-1チャレンジ　Cクラス　女子　-50㎏　ワンマッチ

85 齋藤 鈴花 サイトウ リンカ K-1ジム五反田 165cm 16 東京都

83 森田 凪音 モリタ ナオ AXGYM 155cm 22 埼玉県

第17試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

104 藤里 宇征 フジサト タカユキ K-1ジム五反田 166cm 28 東京都

105 森田 大晴 モリタ タイセイ K-1ジム相模大野 168cm 16 神奈川県

第17.5試合 ◆K-1チャレンジ　Cクラス　-55㎏　ワンマッチ

87 佐保田 拓実 サホダ タクミ K-1ジム相模大野 164cm 24 神奈川県

91 黒田 真夏 クロダ マナツ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 171cm 15 神奈川県

第18試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

77 渡邉 英史 ワタナベ ヒデフミ SUBMIT MMA 179cm 23 静岡県 ⽋場
106 川島 信秀 カワシマ ノブヒデ FELiA 170cm 22 神奈川県

第19試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

107 金木 友也 カネキ トモヤ K-1ジム五反田 173cm 22 東京都

108 若林 潤 ワカバヤシ ジュン K-1空手鴨居スクール 178cm 20 神奈川県

第20試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

109 佐野 渓斗 サノ ケイト K-1ジム目黒 173cm 19 東京都

110 長部 広弥 オサベ ヒロヤ K-1ジム蒲田 171cm 27 東京都

第21試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

111 佐藤 修平 サトウ シュウヘイ K-1ジム蒲田 167cm 28 東京都

112 高橋 拓海 タカハシ タクミ K-1ジム五反田 175cm 16 東京都

第22試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

113 田村 幸滉 タムラ ユキヒロ K-1ジム大宮 170cm 28 埼玉県 ⽋場
114 鈴木 涼雅 スズキ リョウガ HYBRID-TKD昇龍 総本部 172cm 20 東京都

第23試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

114 鈴木 涼雅 スズキ リョウガ HYBRID-TKD昇龍 総本部 172cm 20 東京都

115 安野 玲央 ヤスノ レオ KICK’S館林 172cm 18 埼玉県

第23.5試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 

97 福村 英里華 フクムラ エリカ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 155cm 19 神奈川県 ※2試合実施/2試合
99 泉 佐代子 イズミ サヨコ 優弥道場 157cm 31 東京都

第24試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 

81 楠木 克典 クスノキ カツノリ K-1ジム蒲田 178cm 28 東京都 ※2試合実施/2試合
116 山田 裕太 ヤマダ ユウタ K-1ジム相模大野 174cm 21 神奈川県
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