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レキオバトル名護 vol.4
主催：名護ファイティングスポーツ実行委員会

会場：名護市民会館・中ホール

日時：2019年1月26日（日） 11:30開場　アマ12:00開始　プロ16:30開始　全試合終了19:00予定

時間 所要 レキオバトルリング

12:00:00 6
第1試合　アマチュアレキオバトル　50kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

福山 善樹（ふくやま よしき／RIOT GYM／男／20才／50kg／162cm／1戦1敗）

川端 響也（かわばた きょうや／エボリューションムエタイジム／男／13才／中2／49.5kg／160cm／10戦5勝4敗1分）　※1試合目

12:06:00 6
第2試合　アマチュアレキオバトル　44kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

徳嶺 来颯（とくみね らいや／糸満ジム／RKA／男／中1・13才／42kg／150cm／11戦6勝4敗1分）　※1試合目

藤原 大也（ふじわら だいや／エボリューションムエタイジム／男／中1／44kg／155cm／10戦2勝7敗1分）

12:12:00 6
第3試合　アマチュアレキオバトル　60kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

仲地 勇喜（なかち ゆうき／Y'ZD豊見城ジム／男／32才／60kg／166cm／1戦1勝）

宮國 陸斗（みやぐに りくと／糸満ジム／RKA／男／17才／60kg／173cm／1戦1勝）　※1試合目

12:18:00 6
第4試合　アマチュアレキオバトル　20kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

富山 空弥（とみやま くうや／RIOT GYM／RKA／男／小2・7才／20kg／118cm／2戦2勝）

比嘉 海心（ひが かいしん／優斗会館／男／小1・6才／17.5kg／？cm／1戦1分）

12:24:00 6
第5試合　アマチュアレキオバトル　28kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

平良 美龍（たいら みりゅう／Y'ZD豊見城ジム／男／小2・7才／28kg／119cm／3戦1勝1敗1分）

玉城 陽翔（たましろ はると／名護ムエタイスクール／男／小2・8才／27.5kg／126cm／2戦2）

12:30:00 6
第6試合　アマチュアレキオバトル　30kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

川満 凛音（かわみつ りおん／Y'ZD豊見城ジム／男／小2・8才／29kg／133cm／4戦1勝3敗）

百次 了（ももじ りょう／RIOT GYM／男／小3・9才／30kg／138cm／3戦1勝2敗）

12:36:00 6
第7試合　アマチュアレキオバトル　38kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

ANZY（あんじー／Y'ZD豊見城ジム／男／小2・8才／33kg／133cm／7戦5勝2敗）

平良 愛怜（たいら なりん／名護ムエタイスクール／女／小2・8才／37.5㎏／131㎝／2戦2勝）

12:42:00 6
第8試合　アマチュアレキオバトル　50kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

比嘉 琉憲（ひが りゅうけん／DROP／RKA／男／小6／50kg／155cm／10戦くらい）

森田 誠波（もりた せいは／エボリューションムエタイジム／男／11才／小6／43kg／150cm／9戦3勝5敗1分）

12:48:00 6
第9試合　アマチュアレキオバトル　55kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

安里 諒哉（あさと りょうや／Y'ZD豊見城ジム／男／23才／55kg／175cm／2戦2勝）

カズキ（かずき／SRKムエタイジム／男／22才／55kg／173cm／0戦）

12:54:00 6
第10試合　アマチュアレキオバトル　58kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

山里 真鈴音（やまざと まりん／名護ムエタイスクール／女／小5・11才／55kg／143cm／2戦1勝1分）

山川 優信（やまかわ ゆうしん／エボリューションムエタイジム／男／小3・9才／134cm／58kg／5戦2勝2敗1分）

13:00:00 6
第11試合　アマチュアレキオバトル　58kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

上江田 海利（うえた かいと／Y'ZD豊見城ジム／男／高3・18才／58kg／168cm／デビュー戦）

比嘉 幸大（ひが こうだい／エボリューションムエタイジム／男／26才／58kg／162cm／1戦1勝）

13:06:00 6
第12試合　アマチュアレキオバトル　65kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

仲地 宏治（なかち こうじ／Y'ZD豊見城ジム／男／27才／67kg／170cm／1戦1勝）

新川 琳汰（あらかわ りんた／名護ムエタイスクール／男／21才／63.5kg／172cm／1戦1分）

13:12:00 6
第13試合　アマチュアレキオバトル　78kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

新垣 光介（あらかき こうすけ／Y'ZD豊見城ジム／男／24才／77kg／165cm／2戦1勝）

浦賀 伸悟（うらが しんご／名護ムエタイスクール／男／30才／78kg／168cm／0戦）

13:18:00 6
第14試合　アマチュアレキオバトル　44kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

宮里 阿連（みやざと あれん／RIOT GYM／RKA／男／小6・12才／43kg／151cm／23戦13勝4KO3敗3分）

徳嶺 来颯（とくみね らいや／糸満ジム／RKA／男／中1・13才／42kg／150cm／11戦6勝4敗1分）　※2試合目

13:24:00 10 休憩

13:34:00 6
第15試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　24kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

山口 創聖（やまぐち そうせい／エクシンディコンJAPAN／男／小2／118cm／23kg／7戦3勝3敗1分）

金城 力南（きんじょう りょくな／SRKムエタイジム／男／小2・8才／23.5kg／117cm／3戦1勝1敗1分）

13:40:00 6
第16試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　26kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

定松 叶真（さだまつ きょうま／エクシンディコンJAPAN／男／小4／132cm／24.5kg／8戦2勝6敗）

末吉 愛輝（すえよし あいき／Y'ZD豊見城ジム／男／小3・9才／25.5kg／129cm／4戦2勝2敗）

13:46:00 6
第17試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　26kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）
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13:46:00 6 原田 虎右助（はらだ こうすけ／エクシンディコンジムJAPAN／男／小4／124cm／24kg／5戦1勝3敗1分）

玉城 夢人（たましろ むうと／エボリューションムエタイジム／男／8才、小2／125cm／26kg／3戦2勝1敗）

13:52:00 6
第18試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　29kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

加藤 悠太（かとう ゆうた／エクシンディコンJAPAN／男／小6／129㎝／28kg／19戦9勝8敗2分）

星野 大翔（ほしの たいし／RIOT GYM／RKA／男／小5・10才／29kg／25戦13勝4KO7敗5分）

13:58:00 6
第19試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　32kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

神野 佑太朗（かみの ゆうたろう／エクシンディコンJAPAN／男／小４／135cm／32kg／10戦4勝6敗）

玉城 愛真（たまき あいま／エボリューションムエタイジム／男／10才／小4／132cm／32kg／4戦1勝2敗1分）

14:04:00 6
第20試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　33kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

大田 隆成（おおた りゅうせい／MSJキックボクシングジム／男／小6／143cm／33kg／5戦2勝3敗）

島袋 悠飛（しまぶくろ ゆうと／エボリューションムエタイジム／男／小4／132cm／33kg／9戦2勝4敗3分）

14:10:00 6
第21試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　43kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

押川 香菜（おしかわ かな／エクシンディコンジムJAPAN／女／中1／147cm／36kg／39戦20勝15敗4分／3冠王）

小那覇 栞里（おなは しおり／名護ムエタイスクール／女／小6・12才／43kg／142cm／2戦1勝1敗）

14:16:00 6
第22試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　46kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

前田 琉希（まえだ るいき／MSJキックボクシングジム／男／小5／153cm／42kg／0戦）

澤岻 翔吏（たくし しょうり／Y'ZD豊見城ジム／男／中1／155cm／3戦1勝1敗1分）

14:22:00 6
第23試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　47kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

大田 梨緒（おおた りお／MSJキックボクシングジム／女／17才／153cm／47kg／2戦1勝1敗）

新垣 海裡（あらかき かいり／糸満ジム／RKA／女／中1・13才／46kg／150cm／9戦2勝4敗3分）

14:28:00 6
第24試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　バンタム級（53.52kg）　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

野田 隆志（のだ たかし／MSJキックボクシングジム／男／33歳／166cm／バンタム級（53.52kg）／３戦２勝1分）

東恩納 利共（ひがしおんな りとも／RIOT GYM／RKA／男／高3・18才／53kg／167cm／1戦1勝）

14:34:00 6
第25試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　55kg契約　クラスB（90秒×2R、インターバル30秒）

内田 貴大（うちだ たかひろ／MSJキックボクシングジム／男／中1／170cm／55kg／39戦9勝21敗9分）

金城 魁希（きんじょう かいき／糸満ジム／RKA／男／高1・15才／168cm／53kg）

14:40:00 8
第26試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　31kg契約　クラスA（2分×2R、インターバル1分）

西園 陽（にしぞの はる／MSJキックボクシングジム／男／小5／138cm／29kg／37戦24勝10敗3分）

上原 勝星（うえはら しょうせい／Y'ZD豊見城ジム／男／小4・9才／31kg／141cm／17戦5勝5敗7分）

14:48:00 8
第27試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　40kg契約　クラスA（2分×2R、インターバル1分）

西園 晟（にしぞの じょー／MSJキックボクシングジム／男／中1／154cm／40kg／46戦29勝12敗4分1NC）

比嘉 暖人（ひが はると／RIOT GYM／RKA／男／中1・13才／40kg／157cm／16戦11勝5敗）

14:56:00 8
第28試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　54kg契約　クラスA（2分×2R、インターバル1分）

大田 優気（おおた ゆうき／MSJキックボクシングジム／男／中2／169cm／54kg／6戦3勝2敗1分）

川端 響也（かわばた きょうや／エボリューションムエタイジム／男／13才／中2／49.5kg／160cm／10戦5勝4敗1分）　※2試合目

15:04:00 11

第29試合　アマチュアレキオバトル　沖縄×福岡対抗戦　52kg契約　クラスS　2分2回戦（延長1回戦）

岡松 希羅（おかまつ きら／MSJキックボクシングジム／高1／53.45kg／163cm／110戦以上勝敗半々くらい／元大和30kg級王者）

比嘉 理喜（ひが りき／エボリューションムエタイジム／14才／160cm／36戦27勝7敗2分／K-SPIRITジュニア45kg級2019王者など）

※比嘉が勝利した場合、アマチュアレキオバトル59kg級2020王者に認定される。

15:15:00 10 休憩

15:25:00 11
第30試合　アマチュアレキオバトル45kg級女王2020決定戦　2分2回戦（延長1回戦）

山里 真桜（やまざと まお／名護ムエタイスクール／13才／160cm／22戦16勝4敗2分／アマチュアレキオバトル45kg級2019女王）

大城 宝石（おおしろ じゅえる／エボリューションムエタイジム／12才／150cm／11戦5勝5敗1分）

15:36:00 11
第31試合　アマチュアレキオバトル50kg級女王2020決定戦　2分2回戦（延長1回戦）

徳里 鈴音奈（とくざと れおな／RIOT GYM／RKA／19才／162cm／8戦6勝2敗）

大城 ゆか（おおしろ ゆか／シャイン／TENKAICHI／35才／158cm／8戦5勝2敗1分）

15:47:00 11
第32試合　アマチュアレキオバトル60kg級王者2020決定トーナメント準決勝戦　2分2回戦（延長1回戦）

渡辺 英和（わたなべ ひでかず／RIOT GYM／RKA／31才／170cm／11戦5勝4敗2分）

河崎 鎧輝（かわさき かいき／Y'ZD豊見城ジム／13才／163cm／26戦15勝7敗4分）

15:58:00 11
第33試合　アマチュアレキオバトル65kg級王者2020決定戦　2分2回戦（延長1回戦）

上原 拓磨（うえはら たくま／ワイルドシーサーコザ／TENKAICHI／36才／10戦3勝3敗4分）

久末 哲郎（ひさすえ てつろう／SRKムエタイジム／男／33才／70kg／173cm／5戦3勝2分）

16:09:00 11
第34試合　アマチュアレキオバトル70kg級王者2020決定戦　2分2回戦（延長1回戦）
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16:09:00 11 MAMIYA（まみや／神風塾／30才／176cm／1戦1勝）

マモル（まもる／エボリューションムエタイジム／44才／6戦5勝1敗）

16:20:00 10 アマチュアレキオバトル王座認定式、閉会式、記念撮影

16:30:00 15
第1試合　フライ級（50.8kg）　3分3回戦　レキオバトルキックボクシングルール

儀間 頼音（糸満ジム／RKA）
三島 隆一朗（エボリューションムエタイジム）

16:45:00 15
第2試合　65kg契約　3分3回戦　レキオバトルキックボクシングルール

宮城 武蔵（名護ムエタイスクール／アマチュアレキオバトル65kg級2019王者）

LUIGI（ルイージ／虎の穴／TENKAICHI／TENKAICHIライト級5位）

17:00:00 15
第3試合　バンタム級（53.52kg）　3分3回戦　レキオバトルキックボクシングルール

玉城 海優（タマキ ミユウ／糸満ジム／RKA）
大弌（ダイチ／ASUKI GYM／TENKAICHI／TENKAICHIバンタム級4位）

17:15:00 15
第4試合　スーパーバンタム級（55.34kg）　3分3回戦　レキオバトルキックボクシングルール

弘樹（Y’ZD豊見城ジム）

スアカーオ（SRKムエタイジム／アマチュアレキオバトル55kg級2019王者）

17:30:00 15
第5試合　スーパーライト級（63.5kg）　3分3回戦　レキオバトルキックボクシングルール

リュウイチ（フリー／TENKAICHI／前TENKAICHIスーパーライト級王者）

エイト（SRKムエタイジム）

17:45:00 15 休憩及びゲスト挨拶

18:00:00 20
第6試合　スペシャルエキシビションマッチ　2分2回戦

石井 一成（エクシンディコンジムJAPAN／KING OF KNOCK OUTフライ級王者、WPMF世界フライ級王者など）

儀部 快斗（エクシンディコンジムJAPAN／RAM100スタジアム認定バンタム級王者）

18:20:00 25
第7試合　メインイベント　64kg契約　3分5回戦　レキオバトルムエタイルール

マサ 佐藤（名護ムエタイスクール／英雄伝説64kg級アジア王者、西日本統一ライト級王者など）

どん冷え貴哉（Maynish KICK BOXING／RKSスーパーライト級2位）

18:45:00 5 全試合終了


