
第1試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス 女子-55㎏ワンマッチ 
94 甲田 美優 コウダ ミユウ K-1ジム総本部 160cm 25 東京都

95 木村 もも キムラ モモ K-1ジム蒲田 162cm 21 東京都 ※2試合実施/1試合

第2試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
96 清水 光吏 シミズ ヒカリ 健成會 162cm 16 東京都 ※2試合実施/1試合
97 楠田 潤也 クスダ ジュンヤ K-1ジム大宮 163cm 19 埼玉県

第3試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -65㎏ワンマッチ 
98 牛島 央翔 ウシジマ ヒロト K-1ジム大宮 173cm 18 埼玉県

99 茶圓 吏久 チャエン リク K-1ジム蒲田 173cm 23 神奈川県 ※2試合実施/1試合

第4試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -70㎏ワンマッチ 
100 田中 誠 タナカ マコト KICK’S館林 182cm 24 栃木県 ※2試合実施/1試合
101 棟方 拳吾 ムナカタ ケンゴ FIGHT CLUB 428 178cm 24 東京都

第5試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス +75㎏ワンマッチ 
102 荻島 貴史 オギシマ タカシ K-1ジム大宮 182cm 33 埼玉県 ※2試合実施/1試合
103 國元 彬光 クニモト アキミツ K-1ジム目黒 176cm 33 東京都

第7試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス 女子-45㎏ワンマッチ 
104 吉崎 生 ヨシザキ ナル K-1ジム大宮 156cm 18 埼玉県

105 扇谷 彩花 オオギヤ アヤカ K-1ジム相模大野 152cm 18 神奈川県

第8試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -60㎏ワンマッチ 
106 平田 伊吹 ヒラタ イブキ リバーサルジム久喜WINGS 167cm 19 埼玉県

107 清水 幸多 シミズ コウタ T-GYM 175cm 22 山梨県

第9試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -60㎏ワンマッチ 
108 無藤 俊介 ムトウ シュンスケ Fight Club 173cm 37 東京都

109 髙野 健太 タカノ ケンタ 北斗会館浅科道場 176cm 17 長野県

第10試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -60㎏ワンマッチ 
110 成田 最 ナリタ カナメ K-1ジム大宮 173cm 18 埼玉県

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

第11試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -60㎏ワンマッチ 
112 中村 涼太 ナカムラ リョウタ K-1ジム大宮 176cm 24 埼玉県

113 池田 大夢 イケダヒロム K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 170cm 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 
114 遠山 明彦 トオヤマ アキヒコ K-1ジム大宮 172cm 16 埼玉県

115 持田 光貴 モチダ ミツキ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 169cm 20 神奈川県

第13試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -60㎏ワンマッチ 
116 秋山 直人 アキヤマ ナオト リバーサルジム横浜グランドスラム 163cm 23 神奈川県

117 木村 匡伯 キムラ マサノリ K-1ジム横浜 163cm 22 神奈川県

第14試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -60㎏ワンマッチ 
118 佐藤 虎徹 サトウ コテツ Club TOSHI 168cm 16 長野県

119 生駒 裕人 イコマユウト 優弥道場 162cm 26 千葉県

第15試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -60㎏ワンマッチ 
120 熊木 秀芽 クマキ シュウガ Club TOSHI 173cm 16 長野県

121 恒松 宏行 ツネマツ ヒロユキ FIGHT CLUB 428 173cm 30 東京都

第16試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -75㎏ワンマッチ 
122 成尾 俊亮 ナルオ シュンスケ NEXT LEVEL 渋谷 174cm 26 東京都

123 菅原 大 スガワラ ダイ T-GYM 184cm 37 山梨県
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第17試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -75㎏ワンマッチ 
124 金 重伸 キン シゲノブ GRABAKAジム 183cm 32 東京都

125 須藤 雅人 スドウ マサト K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 185cm 22 東京都

第18試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -75㎏ワンマッチ 
126 佐藤 雄太 サトウ ユウタ K-1ジム総本部 196cm 24 東京都

127 前澤 和樹 マエザワ カズキ T-GYM 174cm 37 山梨県

第19.5試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス +75㎏ワンマッチ 
110 成田 最 ナリタ カナメ K-1ジム大宮 173cm 18 埼玉県

109 髙野 健太 タカノ ケンタ 北斗会館浅科道場 176cm 17 長野県

第20試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス 女子-55㎏ワンマッチ 
128 妃来 美輝 キラ ミキ Club TOSHI 162cm 30 長野県

129 佐藤 里緒 サトウ リオ K-1ジム蒲田 161cm 27 神奈川県

第21試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス 女子-55㎏ワンマッチ 
130 西 日和 ニシ ヒヨリ 優弥道場 155cm 28 千葉県

95 木村 もも キムラ モモ K-1ジム蒲田 162cm 21 東京都 ※2試合実施/2試合

第22試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
131 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

132 小里 悠斗 オリ ユウト k-1ジム川口 160.9cm 22 埼玉県

第23試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
133 並木 真斗 ナミキ マコト 練誠塾 166cm 18 埼玉県

134 東山 廉 ヒガシヤマ レン ClubTOSHI 162cm 16 長野県

第24試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
135 赤木　徹 アカギ トオル K-1空手鴨居スクール 158cm 36 神奈川県

136 佐保田 拓実 サホダ タクミ K-1ジム相模大野 164cm 23 神奈川県

第25試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
137 須齋 航太郎 スサイ コウタロウ K-1ジム目黒 172cm 28 東京都

138 安村 瑠宇人 ヤスムラ リュウト K-1ジム川口 170cm 27 埼玉県

第26試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
139 高津 天空 タカツ ソラ VFC根本道場 162cm 17 千葉県

140 天野 匠 アマノ タクミ K-1ジム五反田 165cm 19 埼玉県

第27試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
141 佐藤 優樹 サトウ ユウキ K-1ジム蒲田 167cm 20 東京都

142 松野 雄治 マツノ ユウジ K-1ジム川口 175cm 18 埼玉県

第28試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
143 糸賀 将太郎 イトガ ショウタロウ K-1ジム五反田 163cm 26 東京都

144 柴山 怜 シバヤマ レン K-1ジム蒲田 158cm 16 東京都

第29試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -55㎏ワンマッチ 
96 清水 光吏 シミズ ヒカリ 健成會 162cm 16 東京都 ※2試合実施/2試合
145 森川 統太 モリカワ トウタ K-1ジム総本部 172cm 17 東京都 ⽋場

第30試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -65㎏ワンマッチ 
146 石塚 啓 イシヅカ ケイ K-1ジム相模大野 174cm 30 神奈川県

147 川村 侑紀 カワムラ ユウキ K-1ジム五反田 168cm 23 東京都 ⽋場

第31試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -65㎏ワンマッチ 
148 犬塚 康太朗 イヌヅカ コウタロウ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 175cm 34 東京都

149 圓本 有哉 エンモト ユウヤ K-1ジム五反田 180cm 23 東京都
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第32試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -65㎏ワンマッチ 
150 登日 佑起 トビ ユウキ K-1空手鴨居スクール 176cm 36 神奈川県

151 知野 幸太郎 チノ コウタロウ NEXT LEVEL 上野 177cm 28 東京都

第33試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -65㎏ワンマッチ 
152 池上 佑希 イケガミ ユウキ K-1ジム大宮 168cm 19 埼玉県

99 茶圓 吏久 チャエン リク K-1ジム蒲田 173cm 23 神奈川県 ※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 -70㎏ワンマッチ 

153 中村 雅宣 ナカムラ マサノブ K-1ジム目黒 174cm 46 東京都

154 寺岡 浩史 テラオカ ヒロシ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 182cm 32 東京都

第35試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -70㎏ワンマッチ 
100 田中 誠 タナカ マコト KICK’S館林 182cm 24 栃木県 ⽋場 ※2試合実施/2試合
155 小泉 良太 コイズミ リョウタ K-1ジム相模大野 178cm 26 神奈川県

第36試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス +75㎏ワンマッチ 
102 荻島 貴史 オギシマ タカシ K-1ジム大宮 182cm 33 埼玉県 ※2試合実施/2試合
156 池田 峻 イケダ シュン K-1ジム蒲田 183cm 27 東京都

第37.5試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -65㎏ワンマッチ 
146 石塚 啓 イシヅカ ケイ K-1ジム相模大野 174cm 30 神奈川県

149 圓本 有哉 エンモト ユウヤ K-1ジム五反田 180cm 23 東京都

第44.5試合 K-1チャレンジ（一般）Cクラス -70㎏ワンマッチ 
155 小泉 良太 コイズミ リョウタ K-1ジム相模大野 178cm 26 神奈川県

154 寺岡 浩史 テラオカ ヒロシ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 182cm 32 東京都
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