
NJKFEXPLOSION.29 2022年3月27日(日)茨城大会　　　　　「M-SPOまちなか・にぎわい広場」　対戦表

赤コーナー 青コーナー

※印の選手は2試合出場となります。

スズキ　ハルキ オオヤ　ヒビト

第1試合 B ー23kg ※鈴木　陽稀（Siriluck Japan) 〇vs× 大矢　陽々杜(ZERO)

イナバ　ハルト クボタ　コウセイ

第2試合 C ー34kg ※稲葉　晴琉翔（ドージョー☆シャカリキ）×vs〇 窪田　幸生（チェンデッドムエタイジム）

クラモチ　ライト カミヤ　ユウシン

第3試合 B ー28kg ※倉持　來翔（鍛錬会） 〇vs× 神谷　優真（ポゴナクラブジム）

ホシカワ　メイ サクライ　コマチ

第4試合 C ー23kg 干川　めい（鍛錬会） ×vs〇 櫻井　こまち（Bombo Freely)

オジマ　ハクト アイカワ　レオ

第5試合 C ー28kg 小島　珀季（CARENES) ×vs〇 相川　羚王（VERTEX）

オジマ　トキハ カツタ　ナツキ

第6試合 C 34kg以上 ※小島　季波（CARENES) 〇vs× 勝田　菜月（Bombo Freely)

マツタニ　コウセイ ヤマダ　ジュキヤ

第7試合 C ー28kg 松谷　晃成（ドージョー☆シャカリキ） 〇vs× 山田　寿希也（Bombo Freely)

シノザキ　トワ シッチ　リュウク

第8試合 C ー31kg 篠崎　叶翔（ドージョー☆シャカリキ） ×vs〇 悉知　龍空（Bombo Freely)

オモト　カイ イシイ　マコト

第9試合 B ー28kg 尾本　魁（鍛錬会） ×vs〇 石井　誠（MIYABIジム）

ミノワ　ソウマ スズキ　ハル

第10試合 C ー28kg 箕輪　壮真（ZERO) ×vs〇 鈴木　遙瑠（MIYABIジム）

ヘン　キイ フジシロ　カイト

第11試合 A ー28kg 辺　静怡(鍛錬会） ×vs〇 藤城　海斗（ポゴナクラブ）

マツイ　ゲンノスケ マツツカ　ケンシン

第12試合 C 34kg以上 松井　源之助（K-crony） 〇vs× 松塚　兼臣（Bombo Freely)

ワタナベ　ルイ マツタニ　ユウセイ

第13試合 B ー34kg 渡辺　琉(Siriluck Japan) 〇vs× 松谷　悠成（ドージョー☆シャカリキ）

ホソヤ　リオト サクライ　マオ

第14試合 C ー34kg 細谷　莉央人（VERTEX) ×vs〇 櫻井　真生（Bombo Freely)

シバタ　ライキ タサキ　ソウシロウ

第15試合 C ー40kg 柴田　頼生（VERTEX) ×vs〇 田崎　蒼士郎（Bombo Freely)

イケダ　ソナ オジマ　リュウキ

第16試合 B ー45kg ※池田　想夏（MIYABI） 〇vs× 小島　琉季（CARENES)

クマクラ　レオン カワイデ　ソラ

第17試合 C ー45kg 熊倉　蓮音（ドージョー☆シャカリキ） ×vs〇 川出　空輝（VERTEX)

マゴタ　アルガ オオハラ　オウガ

第18試合 A ー37kg 孫田　歩我（ZERO) 〇vs× 大原　桜臥（MIYABIジム）

サワキ　タイガ タカハシ　リュウマ

第19試合 A ー37kg 澤木　泰雅（ZERO） ×vs〇 髙橋　琉真（リバーサルジム久喜WINGS)

ムラヤマ　ユウマ カワムラ　リュウセイ

第20試合 C ー40kg 村山　悠真（ZERO） 〇vs× 川村　龍聖（VERTEX)

ヤナカ　ヨウ カツタ　ユズキ

第21試合 C 45kg以上 谷中　陽（ドージョー☆シャカリキ） 〇vs× 勝田　悠月（Bombo Freely)

U15小学生低学年　A・B・Cクラス　１分×２R（30秒）

U15小学生高学年・中学生　A・B・Cクラス １分30秒×２R（30秒）



カワカミ　ヒロト ミノワ　アユマ

第22試合 C 45kg以上 川上　浩人（VERTEX) ×vs〇 箕輪　歩真（ZERO)

ナリタ　レツ キサラ　トキサダ

第23試合 A ー40kg 成田　烈（MIYABIジム） ×vs〇 木皿　時禎（鷹虎キックボクシングジム）

イマゼキ　カン アオツカ　ライヤ

第24試合 B ー50㎏ 今関　歓（K-crony） 〇vs× 青塚　来弥（DANGER)

アオヤマ　ハルキ サワキ　テッペイ

第25試合 A ー55㎏ 青山　春輝（K-crony) ×vs〇 澤木　徹平（ZERO)

オジマ　セラ テズカ　ルイ

第26試合 A ー55㎏ 小嶋　聖来（ドージョー☆シャカリキ） △vs△ 手塚　瑠唯（VERTEX)

ナリタ　ジン イトイ　ユイト

第27試合 B 60kg以上 成田　煌（MIYABI） ×vs〇 糸井　惟人（ZERO)

スズキ　ハルキ オオクボ　セラ

第28試合 C ー25kg ※鈴木　陽稀（Siriluck Japan) ○vs× 大久保　千愛(Bombo Freely)

イナバ　ハルト タカダ　オウカ

第29試合 C ー34kg ※稲葉　晴琉翔（ドージョー☆シャカリキ）〇vs× 高田　櫻妃（Bombo Freely)

クラモチ　ライト フルヤ　カイリ

第30試合 B ー28kg ※倉持　來翔（鍛錬会） 〇vs× 古谷　海璃（CSRENES)

オジマ　トキハ タジマ　カズマ

第31試合 B 34kg以上 ※小島　季波（CARENES) 〇vs× 田島　和磨（鍛錬会）

イシイ　トモノリ シバ　ナナト

第32試合 B ー55㎏ 石井　友経（ZERO） 〇vs× 柴　虹斗（ドージョー☆シャカリキ）

オオヤ　リョウナ ツツミ　ノリユキ

第33試合 B 45㎏以上 大矢　涼夏（ZERO) 〇vs× 堤　昇之（DNAGER)

ヤスノ　リュウシン イマゼキ　シュン

第34試合 A ー52kg 安野　龍信（鍛錬会） 〇vs× 今関　旬（K-crony)

タイラ　ケンセイ コイズミ　カンチ

第35試合 A ー67kg 平等　健成（鍛錬会） △vs△ 小泉　完知（エスジム）

イケダ　ユア マツタニ　ルカ

第36試合 C ー45kg 池田　悠愛（MIYABIジム） 〇vs× 松谷　琉華（ドージョー☆シャカリキ）

イケダ　ソナ タムラ　ミナコ

第37試合 A ー49kg ※池田　想夏（MIYABI） ×vs〇 田村　美奈子（DANGER)

モリ　マヒロ ハヤマ　ヒトミ

第38試合 C ー55kg 森　真暖（VERTEX) ×vs〇 羽山　仁美（DANGER)

ヘン　ナルミ オジマ　ジュリ

第39試合 A ー55kg ※辺　成玉（鍛錬会）　 〇vs× 小嶋　珠莉（ドージョー☆シャカリキ）

理事長賞

池田　想夏　（MIYABI）　

辺　成玉　　（鍛錬会）

髙橋　琉真　（リバーサルジム久喜WINGS)

U15小学生低学年　A・B・Cクラス　１分×２R（30秒）

U15中学生　A・B・Cクラス　１分30秒×２R（30秒）

U18　A・Bクラス　１分30秒×２R（30秒）

U15/U18/一般女性クラス　A・Bクラス　１分30秒×２R（30秒）



ヌマタ　マスミ フルカワ　ヒロツグ

第40試合 C ライト級 ※沼田　真澄（DANGER) 〇vs× 古川　浩嗣（K-crony)

フクダ　ハヤト ネモト　カズノリ

第41試合 C ウェルター級 ※福田　颯（ZERO) ×vs〇 根本　和典（PAL-GYM)

アリマ　ケイスケ イセキ　ケンジ

第42試合 C ヘビー級 ※有間　敬佑（K-crony) 〇vs× 井関　賢爾（ZERO)

シダ　ヒデキ カジワラ　ミチヒコ

第43試合 B フェザー級 信田　英紀（ドージョー☆シャカリキ） △vs△ 梶原　道彦（K-crony)

アダチ　タクヤ マツモト　リュウタロウ

第44試合 C バンダム級 安達　卓也（ドージョー☆シャカリキ） 〇vs× 松本　隆太郎（VERTEX)

サイトウ　シュン アカヒラ　ダイチ

第45試合 B フェザー級 齋藤　駿（CARENES) △vs△ 赤平　大治（VERTEX)

キクチ　タクミ タカハシ　ユウイチロウ

第46試合 C フェザー級 菊地　巧（Siriluck Japan) 〇vs× 髙橋　祐一郎（ZERO)

ナカムラ　マナト コマツザキ　リュウト

第47試合 B ライト級 中村　愛翔（エスジム） 〇vs× 小松﨑　隆聖（K-crony）

フルヤ　トオル フルイチ　ヨウスケ

第48試合 B ライト級 古谷　透（CARENES) 〇vs× 古市　洋介（K-crony)

ミヨタ　マサキ オカノ　ユタカ

第49試合 C ウェルター級 ※御代田　将希（VERTEX) △vs△ 岡野　祐敬（MIYABI）

ダキ　 イシカワ　トモカズ

第50試合 B ウェルター級 DAKI(Siriluck Japsn) △vs△ 石川　智一（VERTEX)

ヘン　ナルミ オグラ　エリカ

第51試合 A ー61kg ※辺　成玉（鍛錬会） △vs△ 小倉　えりか（ダイケン　スリーツリー）

タケイシ　アツシ トウヤマ　テツヤ

第52試合 A ライト級 武石　京士（森田キックボクシングジム） 〇vs× 遠山　哲也（エスジム）

ヒロセ　ハジメ タカハシ　ケイスケ

第53試合 C ミドル級 廣瀬　魁（ドージョー☆シャカリキ） 〇vs× 髙橋　啓介（K-crony)

ハシモト　テンイチ カワサキ　リュウジ

第54試合 B ミドル級 橋本　天一（MIYABI） ×vs〇 川崎　竜二（K-crony）

ニシ　ツバサ ナラサキ　ヨシタカ

第55試合 B ミドル級 西　飛（ZERO) ×vs〇 奈良嵜　義隆（K-crony)

フクダ　ヒサシ タマイ　ソウマ

第56試合 C ヘビー級 福田　尚嗣（ZERO) ×vs〇 玉井　壮真（MIYABI）

ヌマタ　マスミ フルヤマ　カズキ

第57試合 A ライト級 ※沼田　真澄（DANGER) △vs△ 古山　和樹（エスジム）

アリマ　ケイスケ スズキ　ユウダイ

第58試合 B ヘビー級 ※有間　敬佑（K-crony) 〇vs× 鈴木　裕大（STS)

ミヨタ　マサキ イシカワ　ショウタロウ

第59試合 A ウエルター級 ※御代田　将希（VERTEX) ×vs〇 石川　章太郎（GRLT）

イイダ　シュウト サカヨリ　シュレア

第60試合 A バンダム級 飯田　愁斗（Bombo Freely) ×vs〇 酒寄　珠玲葵（ドージョー☆シャカリキ）

NJKFプロテスト・一般男性クラス　Aクラス １分30秒×２R（30秒）

一般男性クラス　A・B・Cクラス　１分30秒×２R（30秒）

一般女性クラス　Aクラス　１分30秒×２R（30秒）

一般男性クラス　B・Cクラス　１分30秒×２R（30秒）


