
一般　A・Bクラス　１分３０秒×２R（３０秒）

第１試合 Ｂ　60ｋｇ契約 吉田　凛汰朗　（VERTEX） ○ VS　× 遠藤　葵　（クローバージム）

第２試合 B　ライト 菊池　脩平　（FLYSKYGYM) △ VS　△ 若月　竜二　(ブリザードジム)

第３試合 B　S・ライト 大島　拓朗　（ウルフキックボクシングジム） × VS　○ 川出　晃　（ＺＥＲＯ）

第４試合 Ａ　S・ライト 平塚　慎司　（ウルフキックボクシングジム） △ VS　△ 丸山　公章　（VERTEX）

Ｕ１５中学生　Ａ・Ｂクラス　１分３０秒×２Ｒ（３０秒）

第５試合 A　－４０ｋｇ 小川　蓮武　（ＷＳＲ西川口） × VS　○ 佐々木　風輝　（笹羅ジム)

第６試合 A　－４０ｋｇ 櫻井　大愛　（ＺＥＲＯ） × VS　○ 酒井　結人　（キングジム）

　EXPLOSION初代王者決定トーナメント準々決勝

第７試合 　－４０ｋｇ 那須川　梨々（TEAM　TEPPEN）× VS　○ 岩尾　翔　（パワーオブドリーム）

第８試合 　－４０ｋｇ 高坂　文都　(ワイルドシーサー）○ VS　× 桂　英慈　（ＷＳＲ池袋）

第９試合 　－４０ｋｇ 伊藤　音真　（笹羅ジム) ○ VS　× 白幡　裕星　（龍拳會）

第１０試合　－４５ｋｇ 中村　功明 （TEAM　TEPPEN） × VS　○ 中山　英治　（E.S.G)

第１１試合　－５０ｋｇ 白石　舜 （TEAM　TEPPEN） ○ VS　× 澤口　皓太　（パワーオブドリーム）

Ｕ１０小学生低学年　Ａ・Ｂクラス　１分×２Ｒ（３０秒）

第１２試合A　－２５ｋｇ 松谷　梛　（VALLELY） × VS　○ 川浦　夏樹　（中野塾）

　　EXPLOSION初代王者決定トーナメント準決勝

第１３試合　－２５ｋｇ 曽我　昂史　（鍛錬会） ○ VS　× 馬場　藍希　（ＷＳＲ池袋）

第１４試合　－２５ｋｇ 曽我　流生　(新興ムエタイ) × VS　○ 大久保　世璃（ウルフキックボクシングジム）

第１５試合　－３１ｋｇ 那須川　龍心（TEAM　TEPPEN）○ VS　× 若林　凛（ウルフキックボクシングジム）

U１２小学生高学年　A・Bクラス　１分３０秒×２R（３０秒）

第１６試合A　－２８ｋｇ 國岡　陽菜　（鍛錬会） ○ VS　× 若林　夕翔（ウルフキックボクシングジム）

第１７試合Ｂ　－３１ｋｇ 八角　来壱星　（８７キック） × VS　○ 國岡　奨大　（鍛錬会）

第１８試合Ｂ　－３４ｋｇ 小平　人和　（８７キック） × VS　○ 栗原　空（ウルフキックボクシングジム）

第１９試合Ｂ　－３４ｋｇ 原田　彪　（８７キック） △ VS　△ 松本　吏亜夢　（ＺＥＲＯ）

　　EXPLOSION初代王者決定トーナメント準決勝

第２０試合　－２８ｋｇ 大塚　莉々　（鍛錬会） × VS　○ 佐藤　勇波　（ＧＲＡＢＳ）

第２１試合　－３１ｋｇ 坂本　嵐　（キングジム） × VS　○ 小林　亜維二　(新興ムエタイ)

第２２試合　－３４ｋｇ 辺　成玉　（鍛錬会） △ VS　△ 大井　祐登　（ＧＲＡＢＳ）

第２３試合　－３４ｋｇ 山本　アリーヤ・カレ　（橋見塾） ○ VS　× 浦田　拓真　（治政館江戸川）

第２４試合　－３７ｋｇ 渡辺　渓心　（橋見塾） △ VS　△ 吉原　大晴　（パワーオブドリーム）

第２５試合　－４０ｋｇ 平井　純粋　（橋見塾） ○ VS　× 齋藤　彩乃　（鍛錬会）

NJKF EXPLOSION.5 　2016年5月15日（日）大森大会　対戦表

赤コーナー 青コーナー

延長２－１辺成玉

延長３－０吉原大晴



一般　A・Bクラス　１分３０秒×２R（３０秒）

第２６試合B　５０ｋｇ契約 新井　皓太  （ＯＺジム） ○ VS　× 梅田　優大　（E.S.G)

第２７試合B　５１ｋｇ契約 星　由香　(新興ムエタイ) ○ VS　× 小田　悠加里　（ＺＥＲＯ ）

第２８試合B　バンタム 宝達　駿  （ＯＺジム） × VS　○ 大嶋　将太 （ウルフキックボクシングジム）

第２９試合Ａ　S・バンタム 寺崎　龍刀  （ＯＺジム） × VS　○ 吉田　哲也　（キングジム）

第３０試合B　フェザー 藤原　俊樹　（MMA鷹道場) ○ VS　× 金子　亮太 （ウルフキックボクシングジム）

第３１試合Ａ　S・フェザー 宮野　昌紀　（OGUNI） × VS　○ 岩崎　祐磨　（キングジム）

第３２試合Ａ　ライト 飯島　直己  （ＯＺジム） ○ VS　× 高橋　幸平　(ブリザードジム)

第３３試合B　ウェルター 井上　直樹　（VERTEX） × VS　○ 野津　良太　（E.S.G)

第３４試合B　ミドル DANIEL HUNTLEY（FLYSKYGYM) × VS　○ 中村　亮 （ウルフキックボクシングジム）

第３５試合A　７５ｋｇ契約 中奥　建太  （ＯＺジム） △ VS　△ 葛西　和希　（笹羅ジム)

Ｕ１５中学生　Ａ・Ｂクラス　１分３０秒×２Ｒ（３０秒）

　　EXPLOSION初代王者決定トーナメント準決勝

第３６試合　－３４ｋｇ 谷津　陽之　(新興ムエタイ) ○ VS　× 松谷　綺　（VALLELY）

第３７試合　－３４ｋｇ 谷津　晴之　(新興ムエタイ) × VS　○ 寺山　遼冴　（TEAM　TEPPEN）

第３８試合　－３７ｋｇ 所　仁翔　（Refre'ｋ） × VS　○ 野田　翔太　（TEAM　TEPPEN）

第３９試合　－３７ｋｇ 馬場　由輝　（ＷＳＲ池袋） × VS　○ 花岡　竜　（橋本道場）

第４０試合　－４０ｋｇ 松谷　桐　（VALLELY） × VS　○ 岩尾 翔 (パワーオブドリーム）

第４１試合　－４０ｋｇ 高坂　文都　(ワイルドシーサー）△ VS　△ 伊藤　音真　（笹羅ジム)

第４２試合　－４５ｋｇ 加藤　心直　（８７キック） ○ VS　× 中山 英治 VS 中村 功明 勝者

第４３試合　－４５ｋｇ 大村　修輝　（パワーオブドリーム） × VS　○ 舟本　空明　（治政館江戸川）

第４４試合　－５０ｋｇ 飯村　誓　（ＺＥＲＯ ） × VS　○ 大田　一航　(新興ムエタイ)

第４５試合　－５０ｋｇ 白石　舜 （TEAM　TEPPEN） ○ VS　× 山口　鋭正　（鍛錬会）

第４６試合　－５５ｋｇ 財辺　恭輔  （ＯＺジム） × VS　○ 山口　京介　（橋本道場）

Ｕ１０小学生低学年　Ａ・Ｂクラス　１分×２Ｒ（３０秒）

第４７試合B　－２５ｋｇ 伊波　大虎　（FLYSKYGYM) ○ VS　× 栗田　湊万 （ウルフキックボクシングジム）

第４８試合A　－２５ｋｇ 竹中　悠獅　（鍛錬会） ○ VS　× 田邊　美瑠　（橋本道場）

U1２小学生高学年　A・Bクラス　１分３０秒×２R（３０秒）

第４９試合B　－２８ｋｇ 櫻井　愛士　（ＺＥＲＯ ） × VS　○ 佐藤　翔　（クローバージム）

第５０試合Ｂ　－３１ｋｇ 安野　龍信　（鍛錬会） ○ VS　× 増田　旭　（８７キック）

第５１試合A　－３４ｋｇ 白川　泰地　（ＷＳＲ西川口） ○ VS　× 山口　克典　（橋本道場）

赤コーナー 青コーナー

延長３－０高坂文都



一般　A・Bクラス　１分３０秒×２R（３０秒）

第５２試合A　５０ｋｇ契約 白幡　太陽　（龍拳會） × VS　○ 澤口　皓太　（パワーオブドリーム）

第５３試合Ｂ　60ｋｇ契約 吉田　凛汰朗　（VERTEX） △ VS　△ 赤尾杉　武士　（ＧＡＮＧＡ）

第５４試合B　ライト 友谷　卓史　（町田金子ジム） × VS　○ 若月　竜二　(ブリザードジム)

第５５試合B　S・ライト 高橋　力哉　（町田金子ジム） × VS　○ 川出　晃　（ＺＥＲＯ）

第５６試合A　S・ライト 丸山　公章　（VERTEX） × VS　○ 樋田　拓也　（ＧＡＮＧＡ）

Ｕ１５中学生　Ａ・Ｂクラス　１分３０秒×２Ｒ（３０秒）

第５７試合A　－３４ｋｇ 門脇　紗羅　（橋本道場） △ VS　△ 杉山　塁仁　（ＺＥＲＯ）

第５８試合Ｂ　－３７ｋｇ 八角　綺星斗　（８７キック） ○ VS　× 松本　吏亜夢　（ＺＥＲＯ）

第５９試合A　－４０ｋｇ 近藤　琉玖　（橋本道場） × VS　○ 酒井　結人　（キングジム）

第６０試合A　－４０ｋｇ 櫻井　竜馬　（橋本道場） × VS　○ 小川　蓮武　（ＷＳＲ西川口）

Ｕ１０小学生低学年　Ａ・Ｂクラス　１分×２Ｒ（３０秒）

第６１試合A　－２５ｋｇ 稲川　銀志　（VERTEX） × VS　○ 川浦　夏樹　（中野塾）

第６２試合A　－２５ｋｇ 櫻井　嵐　（橋本道場） ○ VS　× 松谷　梛　（VALLELY）

第６３試合Ｂ　－３１ｋｇ 高橋　海蓮　（Refre'ｋ） ○ VS　× 加藤　海聖　（新興ムエタイジム）

U１２小学生高学年　A・Bクラス　１分３０秒×２R（３０秒）

第６４試合A　－２８ｋｇ 門脇　美紗　（橋本道場） × VS　○ 國岡　陽菜　（鍛錬会）

第６５試合A　－２８ｋｇ 田邊　日河　（橋本道場） ○ VS　× 若林　夕翔（ウルフキックボクシングジム）

第６６試合B　－３４ｋｇ 平井　司苑　（FLYSKYGYM) × VS　○ 栗原　空（ウルフキックボクシングジム）

Ｕ１０小学生低学年　EXPLOSION初代王者決定トーナメント決勝　１分×２Ｒ（３０秒）※ドローの場合１R延長

第６７試合　－２５ｋｇ 曽我　昂史　（鍛錬会） ○ VS　× 大久保　世璃（ウルフキックボクシングジム）

第６８試合　－２８ｋｇ 所　風雅　（Refre'ｋ） ○ VS　× 伊佐野　大和　（ウルフキックボクシングジム）

第６９試合　－３１ｋｇ 那須川　龍心（TEAM　TEPPEN）○ VS　× 永井　龍馬　（WSR蕨）

Ｕ１２小学生高学年　EXPLOSION初代王者決定トーナメント決勝　１分３０秒×２Ｒ（３０秒）※ドローの場合１R延長

第７０試合　－２８ｋｇ 藤井　昴　（治政館江戸川） ○ VS　× 佐藤　勇波　（ＧＲＡＢＳ）

第７１試合　－３１ｋｇ 大久保　琉唯（ウルフキックボクシングジム） ○ VS　× 小林　亜維二　(新興ムエタイ)

第７２試合　－３４ｋｇ 辺　成玉　（鍛錬会） × VS　○ 山本　アリーヤ・カレ　（橋見塾）

第７３試合　－３７ｋｇ 吉原　大晴　（パワーオブドリーム） × VS　○ 畔上 拳聖 （パワーオブドリーム）

第７４試合　－４０ｋｇ 平井　純粋　（橋見塾） × VS　○ 平等　健成　（鍛錬会）

赤コーナー 青コーナー



Ｕ１５中学生　EXPLOSION初代王者決定トーナメント決勝　１分３０秒×２Ｒ（３０秒）※ドローの場合１R延長

第７５試合　－３４ｋｇ 谷津　陽之　(新興ムエタイ) ○ VS　× 寺山　遼冴　（TEAM　TEPPEN）

第７６試合　－３７ｋｇ 野田　翔太　（TEAM　TEPPEN） × VS　○ 花岡　竜　（橋本道場）

第７７試合　－４０ｋｇ 岩尾 翔 (パワーオブドリーム） △ VS　△ 高坂　文都　(ワイルドシーサー）

第７８試合　－４５ｋｇ 加藤　心直　（８７キック） ○ VS　× 舟本　空明　（治政館江戸川）

第７９試合　－５０ｋｇ 大田　一航　(新興ムエタイ) ○ VS　× 白石　舜 （TEAM　TEPPEN）

第８０試合　－５５ｋｇ 山口　道崇　（鍛錬会） × VS　○ 山口　京介　（橋本道場）

【EXPLOSION.5 表彰選手】

《MVP》
一般　　　　星由香(新興ムエタイ)
U-15　　　  大田一航(新興ムエタイ)

《技能賞》
一般　　　　川出晃(ZERO)
中学生　　　花岡竜(橋本道場)
小学高学年　大久保琉唯(ウルフ)
小学低学年　那須川龍心(TEAM TEPPEN)

《敢闘賞》
一般　　　　樋田拓也(GANGA)
中学生　　　佐々木風輝(笹羅)
小学高学年　國岡陽菜(鍛錬会)
小学低学年　川浦夏樹(中野塾)

延長３－０高坂文都

赤コーナー 青コーナー

次回大会　　８月２８日（日）「EXPLOSION.６」大森ゴールドジムにて開催いたします。

皆様のご参加をお待ちしております！！


