
 

【上尾ケージファイト 14 対戦カード】 

2019 東関東予選 S クラスルールトーナメント 
2019 年 5 月 5 日(日) 

 

 

フライ級(56.7kg 以下) 

  

大野友哉 ｵｵﾉﾄﾓﾔ 

(アンダーグラウンド)                 

馬場壮一郎 ﾊﾞﾊﾞｿｳｲﾁﾛｳ 

(GRABAKA)                     

髙木孝弘 ﾀｶｷﾞﾀｶﾋﾛ 

(吼陽館鈴木道場)                      

山上雅智 ﾔﾏｶﾐﾏｻﾄﾓ 

(パラエストラ八王子)               

山北渓人 ﾔﾏｷﾀｹｲﾄ 

(リバーサルジム新宿 Me,We)             

加藤瑠偉 ｶﾄｳﾙｲ 

(KRAZY BEE)                                

西畑将武 ﾆｼﾊﾀﾏｻﾑ 

(SUBMIT MMA)      

 

バンタム級(61.2kg 以下) 

 

川北晏生 ｶﾜｷﾀﾊﾙｷ 

(TRIBE TOKYO MMA)                           

松澤力也 ﾏﾂｻﾞﾜﾘｷﾔ 

(KRAZY BEE)                 

陶卓美 ｽｴﾀｸﾐ 

(フリー)                          

坂元良多 ｻｶﾓﾄﾘｮｳﾀ 

(和術慧舟會 HEARTS)                

原虎徹 ﾊﾗｺﾃﾂ 

(総合格闘技道場 CAVE)                             

 



 

 

フェザー級(65.8kg 以下) 

 

髙橋健志 ﾀｶﾊｼｹﾝｼﾞ 

(パラエストラ八王子)                 

曺洙聖 ﾁｮｳｽｿﾝ 

(KRAZY BEE)                 

黒木碩二 ｸﾛｷｹﾝｼﾞ 

(GRABAKA) 

 

 

 

ライト級(70.3kg 以下) 

 

波田野嶺央 ﾊﾀﾉﾚｵ  

(KRAZY BEE)                    

中田大貴 ﾅｶﾀﾀﾞｲｷ 

(和術慧舟會 HEARTS)                    

Samuel Bark ｻﾑｴﾙﾊﾞｰｸﾞ 

    (PUREBRED)                    

斎藤龍之介 ｻｲﾄｳﾘｭｳﾉｽｹ 

(KRAZY BEE) 

 

 

ウェルター級(77.1kg 以下) 

 

有賀大悟 ｱﾙｶﾞﾀﾞｲｺﾞ 

(PUREBRED)                    

髙橋辰也 ﾀｶﾊｼﾀﾂﾔ 

(和術慧舟會 HEARTS) 

 



第 1 試合 S クラスルールトーナメント バンタム級 1 回戦 

松澤力也（KRAZY BEE）◯ 1R0:11 TKO 陶卓美（フリー） 

 

第 2 試合 S クラスルールトーナメント フライ級 1 回戦 

馬場壮一郎(GRABAKA）◯ 3R0:18 TKO 髙木孝弘（吼陽館鈴木道場 ） 

 

第 3 試合 S クラスルールトーナメント フライ級 1 回戦 

山上雅智（パラエストラ八王子）1R1:25 RNC ◯ 山北渓人（リバーサルジム新宿 Me,We） 

 

第 4 試合 S クラスルールトーナメント フライ級 1 回戦 

加藤瑠偉(KRAZYBEE) ◯ 1R1:07 TKO 西畑将武(SUBMITMMA) 

 

第 5 試合 A クラスルール ウェルター級 

有賀大悟（PUREBRED）◯ 2R0:14 TKO 土本龍平（KIBA マーシャルアーツクラブ）  

 

第 6 試合 A クラスルール ライト級 

谷津尚紘（R-BLOOD）◯ 2R2:26 RNC 筬島茂久（暁道場） 

 

第 7 試合 A クラスルール フライ級 

恒川瞭介（外山道場）◯ 3R 判定 2-1 吉岡英一（和術慧舟會 HEARTS） 

 

第 8 試合 S クラスルールトーナメント フェザー級 準決勝 

曺洙聖（KRAZY BEE）◯ 3R 判定 2-1 黒木碩二（GRABAKA） 

 

第 9 試合 S クラスルールトーナメント ライト級 準決勝 

波田野嶺央（KRAZY BEE）◯ 2R1:01 TKO 中田大貴（和術慧舟會 HEARTS） 

 

第 10 試合 S クラスルールトーナメント ライト級 準決勝 

Samuel Bark（PUREBRED）◯ 2R0:05 KO 斎藤龍之介（KRAZY BEE） 

 

第 11 試合 S クラスルールトーナメント バンタム級 準決勝 

川北晏生（TRIBE TOKYO M.M.A）◯ 2R 判定 2-1 松澤力也(KRAZY BEE) 

 

第 12 試合 S クラスルールトーナメント バンタム級 準決勝 

 坂元良多（和術慧舟會 HEARTS）2R0:01 TKO ◯ 原虎徹（総合格闘技道場 CAVE） 

 

第 13 試合 S クラスルールトーナメント フライ級 準決勝 

 大野友哉（アンダーグラウンド）◯ 1R2:32 RNC 馬場壮一郎(GRABAKA) 

 

第 14 試合 S クラスルールトーナメント フライ級 準決勝 

山北渓人(リバーサルジム新宿 Me,We) ◯ 3R 判定 3-0 加藤瑠偉(KRAZY BEE) 

 



第 15 試合 A クラスルール フェザー級 

落合雅彦（GRABAKA）1R1:50 KO ◯ 山本琢朗（パラエストラ吉祥寺）  

 

第 16 試合 A クラスルール フライ級 

嶺大基（KRAZY BEE）◯ 2R 判定 3-0 吉岡英一(和術慧舟會 HEARTS) 

 

第 17 試合 S クラスルールトーナメント ウェルター級 決勝 

  有賀大悟（PUREBRED）◯ 3R 判定 3-0 髙橋辰也（和術慧舟會 HEARTS） 

 

第 18 試合 S クラスルールトーナメント フェザー級 決勝 

 髙橋健志（パラエストラ八王子）1R2:13 TKO ◯ 曺洙聖（KRAZY BEE） 

 

第 19 試合 S クラスルールトーナメント ライト級 決勝 

 波多野嶺央(KRAZY BEE) 不戦勝 ◯ SamuelBark(PUREBRED) 

 

第 20 試合 S クラスルールトーナメント バンタム級 決勝 

 川北晏生(TRIBETOKYOM.M.A) ◯ 3R 判定 2-1 原虎徹(総合格闘技道場 CAVE) 

 

第 21 試合 S クラスルールトーナメント フライ級 決勝 

 大野友哉(アンダーグラウンド) 2R1:51 アームロック ◯ 山北渓人(リバーサルジム新宿 Me,We) 

 


