
第67試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス　女子 -50㎏  ワンマッチ 
166 青木 麻那花 アオキ マナカ TEAM LINK UP 158cm 17 群馬県

167 上田 恭子 ウエダ キョウコ AXGYM 168cm 37 東京都

第68試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス　女子 -55㎏  ワンマッチ 
168 谷口 莉菜 タニグチ リナ Crazy Gorilla Gym 154cm 24 石川県

169 傳法 里帆 デンポウ リホ GRES 8Mile GYM 156cm 26 東京都

第69試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
170 中野 碧斗 ナカノ アオト AXGYM 167cm 16 東京都

171 村杉 侑哉 ムラスギ ユウヤ K-1ジム五反田 159cm 23 東京都 2試合実施/1試合

第70試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
172 大貫 律弥 オオヌキ リツヤ AXGYM 171cm 16 東京都

173 和佐 龍宜 ワサ リュウキ K-1ジム総本部 168cm 14 東京都 2試合実施/1試合

第71試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -65㎏  ワンマッチ 
174 大橋 和気 オオハシ カズキ AXGYM 170cm 28 埼玉県 2試合実施/2試合
175 山口 優思 ヤマグチ ユウシ KICK'S太田 176cm 27 群馬県

第71.5試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
208 夏秋 富蔵 ナツアキ トミゾウ AXGYM 168cm 17 東京都 2試合実施/1試合
205 山中 大輝 ヤマナカ ダイキ GRES 8Mile GYM 165cm 19 東京都

第72試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -75㎏  ワンマッチ 
176 前澤 和樹 マエザワ カズキ T-GYM 174cm 39 山梨県

177 小暮 久遠 コグレ クオン K-1ジム蒲田 169cm 31 東京都

第73試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  +75㎏  ワンマッチ 
178 川相 隆大 カワイ タカヒロ CREDO 三郷店 176cm 35 埼玉県

179 齋藤 友善 サイトウ トモヨシ KICK'S太田 178cm 38 群馬県 2試合実施/1試合

第74試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス　女子 +60㎏  ワンマッチ 
180 マブチ ソフィ エミリー マブチ ソフィ エミリー K-1ジム総本部 161cm 16 東京都

181 藤木 実香 フジキ ミカ KICK'S太田 156cm 22 群馬県

第75試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -70㎏  ワンマッチ 
182 武 礁太 タケ ショウタ K-1ジム総本部 173cm 22 東京都

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

第76試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -70㎏  ワンマッチ 
184 太田 健斗 オオタ ケント K-1ジム総本部 178cm 20 東京都

185 鈴木 智洋 スズキ トモヒロ GRES 8Mile GYM 178cm 27 東京都 2試合実施/2試合

第77試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -70㎏  ワンマッチ 
186 西片 慶 ニシカタ ケイ AXGYM 179cm 34 東京都

187 吉田 晋一郎 ヨシダ シンイチロウ リバーサルジム横浜グランドスラム 177cm 29 神奈川県

第78試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス　女子 -50㎏  ワンマッチ 
166 青木 麻那花 アオキ マナカ TEAM LINK UP 158cm 17 群馬県

188 新井 亜衣子 アライ アイコ AXGYM 155cm 49 埼玉県

第79試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス　女子 -55㎏  ワンマッチ 
188 新井 亜衣子 アライ アイコ AXGYM 155cm 49 埼玉県

189 細井 裕子 ホソイ ユウコ ヒデズキック 158cm 37 東京都

第80試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
190 高屋敷 海仁 タカヤシキ カイト AXGYM 175cm 21 埼玉県

171 村杉 侑哉 ムラスギ ユウヤ K-1ジム五反田 159cm 23 東京都 2試合実施/2試合

第81試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
191 佐藤 貴史 サトウ タカシ AXGYM 160cm 38 東京都

192 岩澤 孝之 イワサワ タカユキ ブランコマン 155cm 47 東京都

第82試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
193 桐山 駿 キリヤマ シュン K-1ジム大宮 167cm 30 埼玉県

194 伊豆 知幸 イズ トモユキ K-1ジム相模大野 166cm 28 東京都

第83試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
195 森井 雅也 モリイ マサヤ AXGYM 170cm 30 東京都

196 藤下 義法 フジシタ ヨシノリ K-1ジム横浜 16.8cm 35 神奈川県

第84試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
197 石原 翔馬 イシハラ ショウマ AXGYM 169cm 28 東京都

198 樋口 純也 ヒグチ ジュンヤ キックダイエット 169cm 21 神奈川県

第85試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
199 福島 友洋 フクシマ トモヒロ 拓殖大学 166cm 19 埼玉県

191 佐藤 貴史 サトウ タカシ AXGYM 160cm 38 東京都

第86試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -55㎏  ワンマッチ 
201 坂本 侑生 サカモト ユウキ ファイティングアカデミー・ドラゴンテイル 160cm 21 神奈川県

202 穴澤 輝久 アナザワ テルヒサ GRES 8Mile GYM 172cm 19 東京都

第87試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
203 前薗 飛雄馬 マエゾノ ヒュウマ DECAジム 174cm 21 埼玉県

173 和佐 龍宜 ワサ リュウキ K-1ジム総本部 168cm 14 東京都 2試合実施/2試合

第88試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
204 大野 拓夢 オオノ タクム K-1ジム蒲田 167cm 21 東京都

205 山中 大輝 ヤマナカ ダイキ GRES 8Mile GYM 165cm 19 東京都

第89試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
206 武石 大次郎 タケイシ ダイジロウ K-1ジム五反田 163cm 29 東京都

207 中津川 匠 ナカツガワ タクミ K‐1ジム横浜 172cm 23 神奈川県

第90試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
208 夏秋 富蔵 ナツアキ トミゾウ AXGYM 168cm 17 東京都 2試合実施/2試合
209 石野 陽大 イシノ ヒナタ K-1ジム総本部 171cm 20 東京都

第91試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
203 前薗 飛雄馬 マエゾノ ヒュウマ DECAジム 174cm 21 埼玉県

211 小出 大世 コイデ タイセイ K-1ジム横浜 172cm 22 神奈川県

第92試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -60㎏  ワンマッチ 
212 森本 彩太 モリモト アヤト K-1ジム大宮 169cm 16 埼玉県

213 諸岡 勇樹 モロオカ ユウキ K-1ジム蒲田 160cm 22 神奈川県

第92.5試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -70㎏  ワンマッチ 
186 西片 慶 ニシカタ ケイ AXGYM 179cm 34 東京都

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

第93試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -65㎏  ワンマッチ 
214 川口 貴弘 カワグチ タカヒロ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 174cm 44 東京都

215 武笠 智行 ムカサ トモユキ シックス 172cm 38 埼玉県

第94試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -65㎏  ワンマッチ 
216 本郷 浩司 ホンゴウ コウジ K-1ジム五反田 172cm 35 東京都

217 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95試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -65㎏  ワンマッチ 
218 川窪 将平 カワクボ ショウヘイ Crazy Gorilla Gym 169cm 30 石川県

219 木下 尚之 キノシタ ナオユキ 真闘会 166cm 36 東京都

第96試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -65㎏  ワンマッチ 
220 小林 萌生 コバヤシ ホウセイ K-1ジム横浜 174.5cm 19 神奈川県

221 松岡 拓 マツオカ タク OOTA DOJO 169cm 19 埼玉県

第97試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -65㎏  ワンマッチ 
174 大橋 和気 オオハシ カズキ AXGYM 170cm 28 埼玉県 2試合実施/2試合
222 渡邉 奎介 ワタナベ ケイスケ ヒデズキック 169cm 23 東京都

第98試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  -75㎏  ワンマッチ 
223 豊野 輔 トヨノ タスク K-1ジム目黒 180cm 48 東京都

185 鈴木 智洋 スズキ トモヒロ GRES 8Mile GYM 178cm 27 東京都 2試合実施/2試合

第99試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス  +75㎏  ワンマッチ 
224 西島 竜矢 ニシジマ タツヤ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 170cm 33 東京都

179 齋藤 友善 サイトウ トモヨシ KICK'S太田 178cm 38 群馬県 2試合実施/2試合
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