
第1試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

171 粂川 拓人 クメカワ ヒロト PITBULL阿佐ヶ谷 178cm 25 東京都

172 小出 大世 コイデ タイセイ K-1ジム横浜 172cm 22 神奈川県 2試合実施/1試合

第2合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

173 大野 拓夢 オオノ タクム K-1ジム蒲田 167cm 21 東京都

174 濱野 恵祐 ハマノ ケイスケ K-1ジム相模大野 175cm 17 東京都

第3試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

175 渡辺 州 ワタナベ シュウ K-1ジムウルフ 171cm 20 栃木県

176 石野 陽大 イシノ ヒナタ K-1ジム総本部 171cm 20 東京都

第4試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

177 前薗 飛雄馬 マエゾノ ヒュウマ K-1ジム大宮 174cm 20 埼玉県

178 神澤 翼 カンザワ ツバサ Team.K.O.Garage 170cm 25 埼玉県

第5試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

179 森本 彩太 モリモト アヤト K-1ジム大宮 169cm 15 埼玉県

180 会田 生琉 アイダ イヅル REVIVE 176cm 17 埼玉県

第6試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

181 伊東 卓 イトウ タク K-1ジム総本部 169cm 26 東京都

182 高橋 直也 タカハシ ナオヤ TEAN LINK UP 168cm 39 群馬県

第7試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

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

184 山田 昂生 ヤマダ コウセイ スーパータイガージム田中塾 167cm 16 千葉県

第8試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -50㎏  ワンマッチ 

185 青木 麻那花 アオキ マナカ TEAN LINK UP 158cm 16 群馬県

186 高橋 恵美 タカハシ エミ Team.K.O.Garage 160cm 44 埼玉県

第9試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -50㎏  ワンマッチ 

187 織田 煌梨 オダ キラリ SPORTS・GYM 67’S 148cm 13 栃木県

188 出川 絢子 デガワ アヤコ Team.K.O.Garage 161cm 39 埼玉県

第10試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -50㎏  ワンマッチ 

189 林 嘉明 リン カメイ K-1ジム五反田 152cm 29 東京都

190 石山 信子 イシヤマ ノブコ Team.K.O.Garage 160cm 46 埼玉県

第11試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 

191 井戸 麻莉子 イド マリコ K-1ジム目黒 160cm 27 東京都

192 荒木 麻衣 アラキ マイ K-1ジム相模大野 169cm 20 神奈川県

第12試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 

193 本明 こすず ホンミョウ コスズ K-1ジム目黒 163cm 20 東京都

194 須川 結唯 スガワ ユイ K-1ジム蒲田 159cm 24 東京都

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 

195 杉浦 祐子 スギウラ ユウコ 優弥道場 155cm 36 千葉県

196 傳法 里帆 デンポウ リホ GRES 8Mile GYM 156cm 25 東京都

第14試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

197 舘前 温輝 タテマエ アツキ K-1ジム大宮 165cm 20 埼玉県

198 神野 聖哉 カミノ セイヤ 拓殖大学キックボクシング部 160cm 18 東京都

第15試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

199 井口 太一朗 イグチ タイチロウ K-1ジム五反田 167cm 19 東京都

200 小林 唯一 コバヤシ タダイツ K-1ジム相模大野 168cm 16 神奈川県

第16試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

201 佐藤 将也 サトウ マサヤ TEAN LINK UP 166cm 32 群馬県

202 波田野 克 ハタノ カツミ Team.K.O.Garage 162cm 19 埼玉県

第17試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

203 田中 険人 タナカ ケント チャンデットムエタイジム 165cm 35 東京都

204 中村 翔 ナカムラ ショウ K-1ジム目黒 159cm 22 東京都

第18試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

205 小橋 大佑 コハシ タイスケ ReBORN経堂 174cm 15 東京都

206 吉田 凌 ヨシダ リョウ ALONZA 162cm 20 東京都

第19試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

207 福島 友洋 フクシマ トモヒロ 拓殖大学キックボクシング部 166cm 18 埼玉県

208 杉山 虎太郎 スギヤマ コタロウ CREDO 三郷 175cm 16 埼玉県

第20試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 

209 小川 泰毅 オガワ タイキ K-1ジム蒲田 168cm 34 神奈川県

210 山田 龍助 ヤマダ リュウスケ SUBMIT MMA 168cm 19 静岡県



第21試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

211 千葉 昇平 チバ ショウヘイ k-1ジム五反田 173cm 19 神奈川県

212 松本 帝斗 マツモト エイト SUBMIT MMA 176cm 18 静岡県

第22試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

213 本郷 浩司 ホンゴウ コウジ K-1ジム五反田 172cm 35 東京都

214 清水 拓海 シミズ タクミ K-1ジム川口 175cm 25 埼玉県

第23試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

215 内海 湧貴 ウツミ ユウキ K-1ジム大宮 168cm 17 埼玉県

216 荒川 潤 アラカワ ジュン K-1ジム相模大野 171cm 33 神奈川県

第24試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

217 粂 健 クメ タケル ステラ 168cm 24 東京都

218 端 勇哉 ハタ ユウヤ ファイティングアカデミー・ドラゴンテイル 179cm 32 神奈川県

第25試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

219 高木 良 タカギ リョウ K-1ジム五反田 168cm 26 東京都

220 沢木 純也 サワキ ジュンヤ SUBMIT MMA 174cm 22 静岡県

第26試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

221 山本 真寛 ヤマモト マサヒロ 優弥道場 176cm 37 千葉県

222 江刺家 海仁 エサシカ カイト CREDO 三郷 168cm 16 埼玉県

第27試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 

223 町田 久謙 マチダ ヒサノリ K-1ジム相模大野 172cm 23 神奈川県

224 萩原 公祐 ハギワラ コウスケ SUBMIT MMA 170cm 32 静岡県

第28試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ 

225 武 礁太 タケ ショウタ K-1ジム総本部 173cm 22 東京都

226 渡部 亘裕 ワタナベ コウスケ GRES 8Mile GYM 170cm 26 東京都

第29試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ 

227 藤原 幸太 フジワラ コウタ K-1ジム相模大野 173cm 36 神奈川県

228 鈴木 智洋 スズキ トモヒロ GRES 8Mile GYM 178cm 27 東京都

第30試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ 

229 田中 良弥 タナカ リョウヤ 拓殖大学キックボクシング部 176cm 20 東京都

230 吉田 十英琉 ヨシダ シエル ティーズキックボクシングジム センター南 173cm 17 神奈川県

第31試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ 

231 服部 眞人 ハットリ マコト K-1ジム大宮 171.5cm 18 埼玉県

232 伊藤 達矢 イトウ タツヤ GRES 8Mile GYM 178cm 23 東京都

第32試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ 

233 二宮 翔 ニノミヤ カケル ファイティングアカデミー・ドラゴンテイル 175cm 24 神奈川県

234 菅野 裕宜 カンノ ヒロノブ 北斗會中平道場 175cm 37 埼玉県

第33試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 

235 前澤 和樹 マエザワ カズキ T-GYM 174cm 38 山梨県

236 小泉 良太 コイズミ リョウタ K-1ジム相模大野 178cm 27 神奈川県

第34試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 

237 蜷川 和輝 ニナガワ カズキ SUBMIT MMA 183cm 30 静岡県

238 豊野 輔 トヨノ タスク K-1ジム目黒 180cm 48 東京都

第35試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス +75㎏  ワンマッチ 

239 齋藤 三智徳 サイトウ ミチナリ K-1ジム蒲田 171cm 30 神奈川県

240 柴崎 竜也 シバザキ タツヤ K-1ジム相模大野 178cm 23 神奈川県

第36試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 

241 山田 太基 ヤマダ タイキ Team.K.O.Garage 168cm 39 埼玉県

172 小出 大世 コイデ タイセイ K-1ジム横浜 172cm 22 神奈川県 2試合実施/2試合


