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格闘技界を揺るがす新感覚トークイベント

映画館での開催となる『格闘秘宝館vol.2』。海外格闘技イベントのレアな映像を大迫力のスクリーンで
楽しめる、パブリックビューイング感覚のワンナイト！ 観たい試合のリクエストをお待ちしております。

EVENT TITLE WINNER LOSER Result Check

UFC.2（’94） パトリック・スミス スコット・モリス R1 ★

UFC.6（’95） タンク・アボット ジョン・マーサ R1

UFC.8（’96） ゲイリー・グッドリッジ ポール・ヘレラ R1 ★

ULTIMATE ULTIMATE 1996 タンク・アボット スティーブ・ネルマーク R1 ★

UFC.17（’98） ピート・ウィリアムズ マーク・コールマン R1 ★

UFC BRAZIL（’98） ペドロ・ヒーゾ タンク・アボット R1

UFC.22（’99） ブラッド・コーラー スティーブ・ジャドソン R1

UFC.28（’00） ジェンス・パルヴァー ジョン・ルイス R1 ★

UFC.30（’01） ペドロ・ヒーゾ ジョシュ・バーネット R2 ★

 ティト・オーティズ エヴァン・ターナー R1

UFC.31（’01） ショーニー・カーター マット・セラ R3

UFC.32（’01） BJペン ディン・トーマス R1

UFC.34（’01） BJペン 宇野薫 R1 ★

 マット・ヒューズ カーロス・ニュートン R2 ★

UFC.36（’02） ショーン・シャーク 中尾受太郎 判定

 マット・セラ ケリー・デュランティ R1

 フランク・ミア ピート・ウィリアムス R1

 エヴァン・ターナー エルビス・シノシック R1

 マット・リンドランド パット・ミレティッチ R1

 マット・ヒューズ 桜井マッハ速人 R1 ★

 ペドロ・ヒーゾ アンドレイ・アルロフスキー R3 ★

 ジョシュ・バーネット ランディ・クートゥア R2 ★

UFC.39（’02） フィル・バローニ デイブ・メネー R1 ★

UFC.40（’02） アンドレイ・アルロフスキー イアン・フリーマン R1 ★

 チャック・リデル ヘナート・ソブラル R1

UFC.41（’03） ティム・シルビア リコ・ロドリゲス R1

UFC.44（’03） エルメス・フランカ 宇野薫 R2

 ティム・シルビア ガン・マッギー R1

 アンドレイ・アルロフスキー ウラジミール・マティシェンコ R1

UFC.46（’03） フランク・ミア ウェス・シムズ R2

UFC.47（’04） ニック・ディアズ ロビー・ローラー R2

 アンドレイ・アルロフスキー ウェズリー・コレイラ R2 ★

 チャック・リデル ティト・オーティズ R2

★はオススメUFC系イベント
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UFC.48（’04） ジョルジュ・サン・ピエール ジェイ・ヒーロン R1

UFC.49（’04） イーブス・エドワーズ ジョシュ・トムソン R1 ★

 デビッド・テレル マット・リンドランド R1

 チャック・リデル ヴァーノン・ホワイト R1

UFC.52（’05） チャック・リデル ランディ・クートゥア R1 ★

UFC.53（’05） ニック・ディアズ 大石幸史 R1

 デビッド・ロイゾー チャールズ・マッカーシー R2

 ネイト・クォーリー ショーニー・カーター R1

Ultimate Fight Night.1（’05） マイク・スウィック ギデオン・レイ R1 ★

UFC.54（’05） ティム・シルビア トレイ・テリグマン R1

 ジェームス・アーヴィン テリー・マーティン R2

Ultimate Fight Night.2（’05） ブランドン・ヴェラ ファビアノ・シャファー R2

UFC.55（’05） フォレスト・グリフィン エルビス・シノシック R1

 アンドレイ・アルロフスキー ポール・ブエンテロ R1 ★

UFC.56（’05） リッチ・フランクリン ネイト・クォーリー R1

 チアゴ・アウベス アーサー・シャランコフ R1

 ガブリエル・ゴンザガ ケビン・ジョーダン R3

TUF.1 FINAL（’05） アレックス・カラレクシズ ジョシュ・ラフェティ R1

 マイク・スウィック アレックス・ショーナー R1

 ネイサン・クォーリー ロデュン・シンケイド R1

 ジョシュ・コズチェック クリス・サンフォード R1

 クリス・レーベン ジェイソン・タッカー R1

 サム・ホガー ボビー・サウスワース 判定

 ディエゴ・サンチェズ ケニー・フロリアン R1 ★

 フォレスト・グリフィン ステファン・ボナー 判定 ★

 リッチ・フランクリン ケン・シャムロック R1

TUF.2 FINAL（’05） キース・ジャーディン ケリー・シャール R2

 メルビン・ギラード マーカス・デイビス R2

 ジョシュ・バークマン サム・モーガン R1

 ケニー・フロリアン キット・コープ R2

 ジョー・スティーブンソン ルーク・クモ 判定

 ラシャド・エヴァンス ブラッド・アイムス 判定

 ディエゴ・サンチェズ ニック・ディアズ 判定 ★

★はオススメ
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UFC.57（’06） ポール・ブエンテロ ギルバート・アルダナ R2

 ブランドン・ヴェラ ジャスティン・エイラーズ R1

 チャック・リデル ランディ・クートゥア R2

UFC.58（’06） トム・マーフィ アイコ・ラレナス R3

 ジェイソン・ランバート ロブ・マクドナルド R1

 サム・スタウト スペンサー・フィッシャー 判定

 マーク・ホーミニック イーブス・エドワーズ R2

 ネイサン・マーコート ジョー・ドークセン 判定

 ジョルジュ・サン・ピエール BJペン 判定 ★

 マイク・スウィック スティーブ・ヴィグニオート R1

 リッチ・フランクリン デビッド・ロワゾー 判定

UFC.59（’06） ティアゴ・アウベス デリク・ノベル R1

 ティム・シルビア アンドレイ・アルロフスキー R1 ★

UFC.60（’06） ガブリエル・ゴンザガ ファビアノ・シャーナー R2

 スペンサー・フィッシャー マット・ウィーマン R2

 ジェレミー・ホーン カエル・ソーネン R2

 マイク・スウィック ジョー・リッグス R1

 ブランドン・ヴェラアス エリオ・シウバ R1 ★

 ディエゴ・サンチェズ ジョン・アレッシオ 判定

 ディーン・リスター アレッシオ・サカラ R1

 マット・ヒューズ ホイス・グレイシー R1 ★

 メルビン・ギラード リック・デイビス R1

UFC.63（’06） タイソン・グリフィン デビッド・リー R1

 ジョージ・ガーゲル ダニー・アバディ 判定

 エディ・サンチェズ マリオ・ネト R2

 ロジャー・フエルタ ジェイソン・デント 判定

 ジョー・ローゾン ジェンス・パルヴァー R1

 ラシャド・エヴァンス ジェイソン・ランバート R2

 メルビン・ギラード ゲイブ・ルーディガー R2

 マイク・スウィック デビッド・ロワゾー 判定

 マット・ヒューズ BJペン R3 ★

UFC.65（’06） ジョー・スティーブンソン 三島ド根性ノ助 R1 ★

 ブランドン・ヴェラ フランク・ミア R1

★はオススメ
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UFC.65（’06） アンドリュー・マクフェディース アレッシオ・サカラ R1

 ティム・シルビア ジェフ・モンソン 判定

 ジョルジュ・サン・ピエール マット・ヒューズ R2 ★

UFC.66（’06） クリスチャン・ウェリッシュ アンソニー・ペロシュ 判定

 岡見勇信 ローリー・シンガー R3

 ガブリエル・ゴンザガ カルメロ・マレロ R1

 ティアゴ・アウベス トニー・デソーザ R2

 マイケル・ビスピング エリック・シャファー R1 ★

 アンドレイ・アルロフスキー マーシオ・クルーズ R1

 ジェイソン・マクドナルド クリス・レーベン R2

 キース・ジャーディン フォレスト・グリフィン R1 ★

 チャック・リデル ティト・オーティズ R3 ★

Ultimate Fight Night.3（’06） ドゥウェイン・ラドウィッグ ジョナサン・ゴレット R1 ★

 クリス・レーベン ジョージ・リヴェラ R1

Ultimate Fight Night.5（’06） ジョルジュ・サンティアゴ ジャスティン・リーベンス R1 ★

 アンデウソン・シウバ クリス・レーベン R1 ★

TUF.3 FINAL（’06） マイク・ニッケルス ウェス・コンビス R1

 マット・ハミル ジェス・フォーブス R1

 ルイージ・フィオラヴァンティ ソロモン・ハッチャーソン R1

 カリブ・スターンズ ダニー・アバディ R1

 ローリー・シンガー ロス・ポイントン R1

 キース・ジャーディン ウィルソン・ゴウベイア 判定

 ケンダル・グローブ エド・ハーマン 判定

 マイケル・ビスピング ジョシュ・ハイネス R2

 ケニー・フロリアン サム・スタウト R1

TUF.5 FINAL（’06） マット・ウィーマン ブライアン・ゲラティ R1

 レオナルド・ガルシア アラン・ベルビー R1

 グレイ・メイナード ロバート・エマーソン NC

 コール・ミラー アンディ・ワン R1

 ジョー・ロウゾン ブランドン・メレンデス R2

 ロジャー・フエルタ グラス・エヴァンス R2 ★

 ターレス・レイテス フロイド・ソード R1

 ネイサン・ディアズマン ヴェル・ガムバリャン R2

★はオススメ
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TUF.5 FINAL（’06） BJペン ジェンス・パルヴァー R2 ★

UFC.69（’07） ケンダル・グローブ アラン・ベルチャー R2

 岡見勇信 マイク・スウィック 判定

 ロジャー・フエルタ レオナルド・ガルシア 判定

 ジョシュ・コズチェック ディエゴ・サンチェズ 判定

 マット・セラ ジョルジュ・サン・ピエール R1 ★

UFC.70（’07） シーク・コンゴ アスエリオ・シウバ 判定

 LYOTO デビッド・ヒース 判定

 マイケル・ビスピング エルビス・シノシック R2

 アンドレイ・アルロフスキー ファブリシオ・ヴェウドゥム 判定

 ガブリエル・ゴンザガ ミルコ・クロコップ R1 ★

UFC.71（’07） ウィルソン・ゴウベイア カルメロ・マレロ R1

 ディン・トーマス ジェレミー・ステファンズ R2

 アラン・ベルチャー ショーン・サルモン R1

 ティアゴ・シウバ ジェームス・アーヴィン R1

 カリブ・スターンズ クリス・レーベン 判定

 ヒューストン・アレキサンダー キース・ジャーディン R1

 テリー・マーティン アイヴァン・サラヴェリー R1

 カロ・パリシャン ジョシュ・バークマン 判定

 クイントン・ジャクソン チャック・リデル R1 ★

UFC.72（’07） ダスティン・ハゼレット スティーブン・リンチ R1

 エディ・サンチェズ コリン・ロビンソン R2

 マーカス・デイビス ジェイソン・タン R1

 エド・ハーマン スコット・スミス R2

 タイソン・グリフィン クレイ・グイダ 判定

 フォレスト・グリフィン ヘクター・ラミレス 判定

 リッチ・フランクリン 岡見勇信 判定

UFC.73（’07） フランク・エドガー マーク・ボセック R1

 クリス・ライトル ジェイソン・ギリアム R1 ★

 ジョージ・ガーゲル ディエゴ・サライヴァ 判定

 ステファン・ボナー マイク・ニッケルス R1

 アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ ヒース・ヒーリング 判定

 ショーン・シャーク エルメス・フランカ 判定

★はオススメ
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UFC.73（’07） ラシャド・エヴァンス ティト・オーティズ ドロー

 アンデウソン・シウバ ネイサン・マーコート R1 ★

 ケニー・フロリアン アーヴィン・ロビンソン R1

UFC.74（’07） クレイ・グイダ マーカス・アウレリオ 判定

 ターレス・レイテス ライアン・ジェンセン R1

 フランク・ミア アントニー・ハードンク R1

 ヘナート・ソブラル デビッド・ヒース R1 ★

 パトリック・コート ケンダル・グローブ R1

 ジョー・スティーブンソン カート・ペレグリノ 判定

 ロジャー・フエルタ アルベルト・クレイン R3

 ジョルジュ・サン・ピエール ジョシュ・コズチェック 判定

 ランディ・クートゥア ガブリエル・ゴンザガ R3 ★

UFC.75（’07） ジェス・リアウディン アンソニー・トーレス R1

 デニス・シヴァー 小谷直之 R2

 ティアゴ・シウバ トーマス・ドロウル R2

 グレイソン・チバウ テリー・エイテム 判定

 ヒューストン・アレキサンダー アレッシオ・サカラ R1

 マーカス・デイビス ポール・テイラー R1

 シーク・コンゴ ミルコ・クロコップ 判定

 マイケル・ビスピング マット・ハミル 判定

 クイントン・ジャクソン ダン・ヘンダーソン 判定 ★

UFC.76（’07） マット・ウィーマン 小見川道大 判定

 クリスチャン・ウェリッシュ スコット・ジャンク R1

 ジェレミー・ステファンズ ディエゴ・サライヴァ 判定

 リッチ・クレメンテ アンソニー・ジョンソン R2

 タイソン・グリフィン ティアゴ・タヴァレス 判定

 LYOTO 中村和裕 判定

 ジョン・フィッチ ディエゴ・サンチェズ 判定

 フォレスト・グリフィン マウリシオ・ショーグン R3 ★

 キース・ジャーディン チャック・リデル 判定

UFC.77（’07） マット・グレイス ジェイソン・ブラック 判定

 ジョシュ・バークマン フォレスト・ペッツ 判定

 デミアン・マイア ライアン・ジェンセン R1

★はオススメ
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UFC.77（’07） 岡見勇信 ジェイソン・マクドナルド 判定

 アラン・ベルチャー カリブ・スターンズ R2

 ステファン・ボナー エリック・シャファー R2

 アービン・ロビンソン ジョージ・ガーゲル 判定

 ティム・シルビア ブランドン・ヴェラ 判定

 アンデウソン・シウバ リッチ・フランクリン R2 ★

UFC.79（’07） マーク・ボセック ダグラス・エヴァンス 判定

 ロアン・カルネイロ トニー・デソーザ R2

 ディーン・リスター ジョーダン・ラデヴ 判定

 マンヴェル・ガムバリャン ネイト・モア R1

 ジェームス・アービン ルイス・オーサー・ケイン R1

 リッチ・クレメンテ メルヴィン・ギラード R1

 LYOTO ソクジュ R2 ★

 エディ・サンチェズ ソア・パラレイ R3

 チャック・リデル ヴァンダレイ・シウバ 判定 ★

 ジョルジュ・サン・ピエール マット・ヒューズ R2 ★

UFC.80（’08） サム・スタウト パー・エクランド 判定

 アレッシオ・サカラ ジェームス・リー R1

 ポール・ケリー ポール・テイラー 判定

 アンソニー・ハードンク コリン・ロビンソン R1

 ジョージ・リヴェラ ケンダル・グローブ R1

 ウィルソン・ゴウベイア ジェイソン・ランバート R2

 マーカス・デイビス ジェス・リアウディン R1

 ファブリシオ・ヴェウドゥム ガブリエル・ゴンザガ R2 ★

 BJペン ジョー・スティーブンソン R2 ★

UFC.81（’08） ロバート・エマーソン 中村K太郎 判定

 マービン・イーストマン テリー・マーティン 判定

 ティム・ボーッチェ デビッド・ヒース 1R

 クリス・ライトル カイル・ブラッドレイ 1R ★

 タイソン・グリフィン グレイソン・チバウ 判定

 ヒカルド・アルメイダ ロブ・ユント 1R ★

 ネイサン・マーコート ジェレミー・ホーン 2R

 フランク・ミア ブロック・レスナー 1R ★

★はオススメ
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UFC.81（’08） アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ ティム・シルビア 3R ★

★はオススメ
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EliteXC Destiny（’07） ティム・パーシー ボー・カントレル R1

 マイク・パイル ロス・エヴァンズ R1

 ハビエル・バスケス エイドリアーノ・ペレイラ 判定

 ジェームス・エドソン・ベルト ジョシュ・シャックルフォード R2

 福田力 クリス・ゲイツ R1

 チャールズ・ベネット KJヌーンズ R1 ★

 ジーナ・カラノ ジュリー・ケジー 判定 ★

 ジョーイ・ヴィラセニョール デビッド・ロワゾー 判定

 アントニオ・シウバ ウェズリー・コレイラ R1 ★

 ヘンゾ・グレイシー フランク・シャムロック R2

EliteXC Renegade（’07） リム・ジョースク ダニエル・ピネド R1

 ブレット・ロジャース ラルフ・ケリー R1

 マット・ルーカス ジョン・カーク 判定

 イーブス・エドワーズ ニック・ゴンザレス R1 ★

 ジェフ・バムステッド ロバート・ルイズ R1

 アントニオ・シウバ ジョナサン・ウィーゾレック R1 ★

 カイル・ノーク セス・クレインベック R2

 ジェイク・シールズ マイク・パイル R1 ★

 キンボ・スライス ボー・カントレル R1 ★

 KJヌーンズ ニック・ディアズ R1 ★

Gladiator Challenge.1（’00） クイントン・ジャクソン チャーリー・ウェスト 判定 ★

 エリック・ペレ アーネスト・ヘンダーソン

Gladiator Challenge.3（’00） ジェイソン・ランバート エイドリアン・ペレズ R1

 ジェイク・シールズ トレイシー・ヘス 判定 ★

 アントニオ・マッキー デビッド・ハリス 判定

 クイントン・ジャクソン ロッコ・ヘンダーソン R2 ★

 ジョー・スティーブンソン マウライス・ウィルソン 判定

 ティム・シルビア ゲイブ・ビューパシー R2 ★

Gladiator Challenge.4（’00） ドゥウェイン・ラドウィッグ シーザー・モレノ R1

 クイントン・ジャクソン ケネス・ウィリアムス R1 ★

 ジョー・スティーブンソン エドウィン・デウィース 判定

 デビッド・ヴェラスケス ショーン・アップシャー R1

Gladiator Challenge.5（’00） キース・ジャーディン アミール・ラフナヴァーディ  ★

★はオススメこのページから非UFC系イベント
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Gladiator Challenge.5（’00） 佐々木健介 ダン・チェイス R1 ★

 ドゥウェイン・ラドウィッグ レッセン・メッサー

 ダン・クリスティソン ゲイブ・ビューパシー

 ブラッド・ガム ジョー・スティーブンソン 判定

Gladiator Challenge.6（’00） ハーブ・ディーン ランディ・ハーモット R1 ★

 ジェイク・シールズ ジェレミー・ジャクソン R1 ★

 ジョー・スティーブンソン ゲイリー・アルダー R1 ★

IVC.6（’98） エベンゼール・フォンテス・ブラガ ブランドン・リー・ヒンクル R1

 チャック・リデル ペレ 判定 ★

 ヴァンダレイ・シウバ マイク・ヴァン・アースデイル R1 ★

MECA FIGHTING CHAMPIONSHIP.9（’03） アレッシオ・サカラ ハファエル・タツ R2

 ホアン・カルネイロ エイドリアノ・ヴァルデリ R1

 ダニエル・アカーシオ デルソン・ヘレノ R2 ★

 ガブリエル・ゴンザガ ブランドン・リー・ヒンクル R1 ★

 アスエリオ・シウバ ファビアノ・シャーナー NC

 マウリシオ・ショーグン エヴァンゲリスタ・サイボーグ R1 ★

Extreme Fighting.1（’95） ハウフ・グレイシー 村岡誠 R1

 ジョン・ルイス カーウソン・グレイシーJr ドロー ★

 マリオ・スペーヒー ルディアード・モンカヨ R1

 イゴール・ジノヴィエフ マリオ・スペーヒー R1

CAGE RAGE.10（’05） カーティス・スタウト ソル・ギルバート R2

 アレックス・リード ジョージ・リヴェラ R1

CAGE RAGE.14（’05） マーク・ウィアー 小路晃 R1

 ヴィクトー・ベウフォート アンソニー・レア R2 ★

CAGE RAGE.15（’06） ジェイソン・バレット ミンドウガス・アルボシャス R1

 ゼルグ・ガレシック マイケル・ホルムス R1 ★

 ライアン・ロビンソン ブライアン・アダムス R1

 ソル・ギルバート サミ・ベリック R2

 マーク・エプステイン ダレン・リトル R1

 テンジス・テドラーゼ ロバート・ベリー R1

 ブラッド・ピケット ロビー・オリバー 判定

 クリス・ライトル ロス・メイソン R2

 ジーン・シウバ ポール・ダレイ R2

★はオススメ
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CAGE RAGE.15（’06） ファビオ・ピアモンテ ジェイソン・デルーシア R1 ★

 トラビス・ルター ジョセ・ランディ・ジョンス R1

 美濃輪育久 デイブ・レジーノ R1 ★

 松井大二郎 カーティス・スタウト 判定

 メルビン・マヌーフ エヴァンゲリスタ・サイボーグ R2 ★

CAGE RAGE.16（’06） エディソン・ドラゴ テンジス・テドラーゼ R1

 アンデウソン・シウバ トニー・フリックランド R1 ★

IFL - Legends Championship 2006 ローリー・マーカム マイク・パイル R1

 ジェンス・パルヴァー コール・エスコヴェド R1 ★

IFL - Championship 2006 クリス・ホロデッキ エリック・オーウィングス R1

 ローリー・マーカム ブラッド・ブラックバーン R2

IFL - Portland 2006 ジェイ・ヒーロン アモス・ソテロ R1

 ライアン・シュルツ カム・ワード R2

 アラン・ゴエス デヴィン・コール R1

 マット・リンドランド ジェレミー・ホーン R2

IFL - Gracie vs. Miletich 2006 ベン・ロズウェル ブライアン・ヴェテル R1 ★

 ヘンゾ・グレイシー パット・ミレティッチ R1

IFL - World Championship Semifinals 2006 マット・ホーウィック マイク・パイル R2

 アラン・ゴエス ダニエル・グレイシー R2

 マイク・ホワイトヘッド マーク・ケアー R1 ★

IFL - Championship Final 2006 ベン・ロズウェル デヴィン・コール R1 ★

 バート・パラスゼウスキー ライアン・シュルツ R3

IFL - Oakland 2007 ジョン・ガンダーソン ジョシュ・オドム R1

 ジェレミー・ホーン ファラニコ・ヴィタル 判定

IFL - Houston 2007 ウラジミール・マティシェンコ ドゥウェイン・コンプトン R1

 ベンジー・ラダック ライアン・マクギヴァーン R2

 マット・リンドランド カーロス・ニュートン R2

IFL - Atlanta 2007 マイク・ドルチェ ジム・アブリル R1

 ロビー・ローラー エドワルド・パムプローナ R3

IFL - Los Angeles 2007 ジェイ・ヒーロン ドニー・ライルス R1

 サヴァント・ヤング アダム・リン R2

 ジェレミー・ウィリアムス 浜中和宏 R1

 ウラジミール・マティシェンコ ジャスティン・リーベンス R1

★はオススメ
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IFL - Los Angeles 2007 アントニー・ジャーウド ウェイン・コール R2

IFL - Moline 2007 ローリー・マーカム パット・ヒーリー R3

 ヴァーノン・ホワイト サム・ホガー R2

 ベン・ロズウェル ロイ・ネルソン 判定

IFL - Connecticut 2007 ワグニー・ファビアーノ カム・ワード R1

 ギデオン・レイ ガブリエル・カシラス R1

 ファビオ・レオパルド ジェラルド・ハリス 判定

IFL - World Grand Prix Semifinals 2007 クリス・ホロデッキ バート・パラスゼウスキー 判定

IFL - World Grand Prix Finals 2007 ライアン・シュルツ クリス・ホロデッキ R1

King of the Cage.1（’99） アルモンド・サンチェズ ヴァレンティナ・ラソーヤ 判定

 エディ・エストレラ ジェレッド・ウィルスフォード ドロー

 デビッド・ステップ リー・メリル R1

 アル・ガルザ ルディ・マルティネス R1

 タイソン・ジョンソン ベニー・レオ R1

 ロバート・リフナー マット・モンテシト R1

 ジョン・ジェンセン ヘナート・ブルージ 判定

 ジム・アブリル スティーブ・スカーピアス ドロー

 ジョン・レオン ジェス・コンタエラス R1

 エリック・マンソウリ ジェイソン・ミーダース 判定

 ブライアン・フォスター フランク・ロドリゲス R1

 スティーブ・トレッドウェル マイク・ボーク R1

 デション・ダンジー デビッド・アルリエロ・コロン R1

 クリス・ブレナン ジョー・スティーブンソン R1 ★

 ウィリアム・スリラパイ キット・コープ R1

King of the Cage.2（’00） デビッド・ステップ ジェフ・カヒル R1

 ドゥウェイン・ラドウィッグ デビッド・イバラ R1

 ブライアン・ワレン オスカー・オスカー R1

 ランディ・ヴァラード ティム・コンラッド R1

 ニック・ラケット アレックス・リチャード R2

 リック・ケーンズ マイク・グリメイス ドロー

 ロジャー・ゴディンズ ビル・パーカー R1

 ティキ・ゴズン ジェイソン・マックスウェル 判定

 チャーリー・コーラー エリック・ミーダース ドロー

★はオススメ
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King of the Cage.2（’00） ロミー・アラム ブライアン・フォスター 判定

 ジョン・マツァ スティーブ・トレッドウェル R1

 デビッド・ドッド ジョン・ジェンセン R1

 リコ・ロドリゲス トラビス・フルトン R1 ★

King of the Cage.3（’00） マット・バラッザ ジェフ・カヒル R1

 デビッド・ステップ アルマンド・サンチェズ R1

 ドゥウェイン・ラドウィッグ ジェイソン・マックスウェル 判定

 ジョー・スティーブンソン トビー・イマダ 判定

 ジム・アブリル ティム・コンラッド R1

 ショーン・スリヴァン カーティス・マクウォータース R1

 リック・ケーンズ ウィル・アセンシオ R1

 ハビエル・バスケス アントニオ・イーメイ R1

 ケリー・デュランティ シャド・スミス R1

 マイク・ボークス ティーブ・トレッドウェル R1

 クリス・ブレナン アントニオ・マッキー R2

 ヴァーノン・ホワイト トッド・メディーナ R1

King of the Cage.4（’00） ジェレミー・ウィリアムス ブレナン・カマカ R1

 ロジャー・ゴンザレス マイク・ボーク ドロー

 デビッド・ヴェラスケス デイブ・ヒスクイアード 判定

 チャーリー・コーラー ジェイソン・ミーダース 判定

 マービン・イーストマン クイントン・ジャクソン 判定 ★

 デビッド・ロバーツ ピート・ロッシ R1

 ドゥウェイン・ラドウィッグ シャド・スミス R1

 ダン・リッズト ダスティン・モー 判定

 ファラニコ・ヴィタル アーロン・ペインター R1

 ロジャー・ネフ クリス・フランコ R1

 ファビアノ・イハ ダニー・ベネット R1

 トッド・ウィリアムス ビル・パーカー R1

 トッド・メディーナ 松井大二郎 判定

King of the Cage.5（’00） トレバー・ライリー ケニー・テノリオ

 ディーン・リスター ジョン・ジェンセン R1

 イーブス・エドワーズ ダニー・ベネット R1 ★

 ロミー・アラン スコット・ゴッダード R2

★はオススメ
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King of the Cage.5（’00） ジェイソン・ブラドフキー アーロン・アンダーソン

 マーク・スミス ジェイ・マルティネス 判定

 マービン・イーストマン イオカ・ティアヌー R1

 マイク・ボーク ジョン・マツァ R1

 アミール・ラナヴァルディ 松井大二郎 判定

 ジェリー・ボウランダー ブライアン・フォスター R2

 ジョー・ハーレイ クリス・ブレナン R1

King of the Cage.6（’00） クイントン・ジャクソン ロブ・スミス 判定

 ジェリー・ジェンキンス クリストファー・コーン R1

 デイブ・ナッグス マイク・リー 判定

 ジェイ・バック ジェイソン・アイルランド 判定

 ベティス・マンソウリ エイドリアン・セラーノ R2

 トニー・ガリンド ブライアン・ホーキンス R1

 ジョー・スティーブンソン エリック・ミーダース 判定

 ケリー・デュランティ ドゥウェイン・ラドウィッグ 判定

 ヴァーノン・ホワイト デビッド・ドッド R2

 ピート・ウィリアムズ ロジャー・ネフ R1

King of the Cage.7（’01） トニー・フエシャス アレックス・リチャード R1

 ビクター・ハンサカー ケビン・ホーガン R1

 大山峻護 マイク・ボーク R1 ★

 レジー・カーディエル トニー・ギャリンド ドロー

 ジェイセン・フリン ディーン・リスター 判定

 マービン・イーストマン フロイド・ソード 判定

 アレックス・アンドラーデ 今村雄介 R1

 ハファエル・トーレ イオカ・ティアヌー R1

 ガイ・メッツァー アレキサンダー大塚 R2 ★

 ジェレミー・ウィリアムス イーブス・エドワーズ 判定

 ジョー・ハーレイ チャーリー・コーラー 判定

 ピート・ウィリアムズ リック・マティス R1

 リコ・ロドリゲス ポール・ブエンテロ R2 ★

King of the Cage.8（’01） アンソニー・レイモス チャド・ウォッシュバーン R1

 ジェレミー・エドワース エドウィン・デウィース 判定

 グレッグ・メイヤー バオ・クァーチ R1
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King of the Cage.8（’01） フロイド・ソード ソークン・コー 判定

 ロナルド・ジューン ブライアン・スリーマン R2

 フィリップ・ミラー 大山峻護 R2

 松井大二郎 リック・ケーンズ 判定

 クイントン・ジャクソン ブライソン・ホーヴレック R3 ★

 ショーン・シャーク マーティ・アルメンダレス R3

 ジル・カスティロ ジョー・ハーレイ 判定

 ヴァーノン・ホワイト マービン・イーストマン 判定

★はオススメ

（’08.6.27現在）

日　時 2008年7月26日(土)　開場18:30　開始19：00　※予定
会　場 渋谷アップリンクファクトリー（渋谷東急本店そば） 
出　演 高橋ターヤン（映画秘宝、kamiproライター）
 橋本宗洋（格闘技ライター、映画秘宝クラブレビュアー）
 高崎計三（格闘技ライター）他豪華ゲスト多数 
入場料 予約/1,800円　当日/2,000円


