
第1試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -50㎏  ワンマッチ 
144 森田 凪音 モリタ ナオ AXGYM 155cm 22 埼玉県 2試合実施/1試合
145 守隨 あゆみ シュズイ アユミ K-1ジム目黒 160cm 26 東京都

第2試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 
146 伊藤 智子 イトウ サトコ トイカツ道場ファイトフィット新宿 172cm 44 東京都 2試合実施/1試合
147 荒木 麻衣 アラキ マイ K-1ジム相模大野 169cm 20 神奈川県

第3試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 
148 安野 玲央 ヤスノ レオ KICK'S 館林 172cm 18 埼玉県 2試合実施/1試合
149 福田 一冴 フクダ イッサ K-1ジム大宮 169cm 17 埼玉県

第4試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 
150 竹中 新 タケナカ アラタ K-1ジム目黒 180cm 30 東京都

151 田上 健太 タガミ ケンタ K-1ジム蒲田 181cm 23 東京都 2試合実施/1試合

第5試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス ＋75㎏  ワンマッチ 
152 天保 慶一 アマヤス ケイイチ SPORTS・GYM67’S 178cm 34 栃木県 2試合実施/1試合
153 倉富 拓也 クラトミ タクヤ K-1ジム五反田 184cm 22 東京都

第6試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 
154 安村 瑠宇人 ヤスムラ リュウト K-1ジム川口 170cm 27 埼玉県

155 穴澤 輝久 アナザワ テルヒサ サポートスクールGRES 172cm 18 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 
156 杉山 虎太郎 スギヤマ コタロウ CREDO 三郷 175cm 16 埼玉県

157 高岸 翔 タカギシ ショウ チームジャックポット 173cm 22 群馬県

第8試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 
158 渡邉 秀海 ワタナベ シュウア MAX FIGHTING SPORTS GYM 162cm 16 福島県

159 橋本 徹郎 ハシモト テツロウ K-1ジム大宮 161cm 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 
160 山田 龍助 ヤマダ リュウスケ SUBMIT MMA 168cm 19 静岡県

161 黒田 文弥 クロダ フミヤ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 163cm 26 東京都

第10試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -55㎏  ワンマッチ 
162 森井 雅也 モリイ マサヤ AXGYM 170cm 30 東京都

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

第11試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 
164 伊藤 大 イトウ ダイ K-1ジム蒲田 171cm 24 東京都

165 鎌原 遼祐 カマハラ リョウスケ K-1ジム目黒 172cm 20 東京都

第12試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 
166 久保田 直人 クボタ ナオト Tri.H studio成増 161cm 30 埼玉県

167 生駒 裕人 イコマ ユウト 優弥道場 162cm 27 千葉県

第13試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 
168 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

169 松野 雄治 マツノ ユウジ K-1ジム川口 173cm 19 埼玉県

第14試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 
170 佐々木 湧佑 ササキ ユウスケ AXGYM 168cm 26 埼玉県

171 田邊 優也 タナベ ユウヤ K-1ジム蒲田 167cm 25 東京都

第15試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 
172 渡邉 英史 ワタナベ ヒデフミ SUBMIT MMA 179cm 23 静岡県

173 有田 悠祐 アリタ ユウスケ K-1ジム蒲田 174cm 24 東京都

第16試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -60㎏  ワンマッチ 
174 内海 湧貴 ウツミ ユウキ K-1ジム大宮 168cm 17 埼玉県

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

第17試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ 
176 今井 錬 イマイ レン K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 177cm 18 東京都

177 高木 良 タカギ リョウ K-1ジム五反田 168cm 25 東京都

第18試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ 
178 村田 優 ムラタ ユウ K-1ジム蒲田 174cm 35 東京都

179 佐藤 秀丸 サトウ ヒデマル K-1ジム五反田 178cm 35 東京都

第19試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ
180 吉木 康馬 ヨシキ コウマ K-1ジム目黒 183cm 25 東京都

181 西片 慶 ニシカタ ケイ AXGYM 179cm 34 東京都

第21試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -50㎏  ワンマッチ 
144 森田 凪音 モリタ ナオ AXGYM 155cm 22 埼玉県 2試合実施/2試合
182 林 嘉明 リン カメイ K-1ジム五反田 152cm 29 東京都

第22試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 
183 大橋 ひかる オオハシ ヒカル サポートスクールGRES 166cm 31 東京都

184 早川 千晴 ハヤカワ チハル K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 157cm 19 東京都

第23試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス 女子 -55㎏  ワンマッチ 
146 伊藤 智子 イトウ サトコ トイカツ道場ファイトフィット新宿 172cm 44 東京都 2試合実施/2試合
185 西 望 ニシ ノゾミ K-1ジム五反田 158cm 33 東京都

第24試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 
186 佐野 希成 サノ キナリ 深山道場 172cm 21 山梨県

187 木村 唯希 キムラ イブキ サポートスクールGRES 168cm 18 東京都

第25試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 
188 土井 賢 ドイ サトシ AXGYM 168cm 33 茨城県

189 萩原 公祐 ハギワラ コウスケ SUBMIT MMA 170cm 31 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 
190 宮田 航志 ミヤタ コウジ K-1ジム目黒 178cm 28 東京都

191 石上 真翔 イシガミ マコト K-1ジム五反田 182cm 18 東京都

第27試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 
192 荒木 豪 アラキ ゴウ K-1ジム蒲田 166cm 29 東京都

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

第28試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 
194 佐藤 修平 サトウ シュウヘイ K-1ジム蒲田 167cm 28 東京都

195 小島 諒也 コジマ リョウヤ Tri.H studio成増 175cm 23 東京都

第29試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 
196 志水 舞斗 シミズ マイト 正道会館藤本道場 170cm 24 千葉県

197 斉藤 遊太 サイトウ ユウタ 闘道學舎 174cm 37 東京都

第30試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -65㎏  ワンマッチ 
148 安野 玲央 ヤスノ レオ KICK'S 館林 172cm 18 埼玉県 2試合実施/2試合
198 佐野 渓斗 サノ ケイト K-1ジム目黒 173cm 19 東京都

第31試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 
199 豊野 輔 トヨノ タスク K-1ジム目黒 180cm 47 東京都

200 前澤 和樹 マエザワ カズキ T-GYM 174cm 38 山梨県

第32試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 
201 金 重伸 キン シゲノブ トライフォース東中野 183cm 33 東京都

202 菅原 大 スガワラ ダイ T-GYM 184cm 38 山梨県

第33試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -75㎏  ワンマッチ 
203 油井 拓也 ユイ タクヤ 深山道場 178cm 21 山梨県

151 田上 健太 タガミ ケンタ K-1ジム蒲田 181cm 23 東京都 2試合実施/2試合

第34試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス ＋75㎏  ワンマッチ 
152 天保 慶一 アマヤス ケイイチ SPORTS・GYM67’S 178cm 34 栃木県 2試合実施/2試合
204 長島 拡野 ナガシマ ヒロヤ K-1ジム目黒 179cm 27 東京都

第34.5試合 ◆K-1チャレンジ(一般) Cクラス -70㎏  ワンマッチ
179 佐藤 秀丸 サトウ ヒデマル K-1ジム五反田 178cm 35 東京都

181 西片 慶 ニシカタ ケイ AXGYM 179cm 34 東京都
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