第1試合

9:52~9:56 ジュニアＤ -20kg 1分2R
×竹下京磨(TEAM SMOKER)
○鎌田奎叶(NAGATAGYM永田道場)★1
（0-3）
第2試合 9:56~10:00 ジュニアＤ -20kg 1分2R
○菅岡一心(若獅子会館松原支部)
×満田時宝(ＴＩＡ辻道場)
(3-0)
第3試合 10:00~10:04 ジュニアＤ -20kg 1分2R
◎山田皇征(reliable リライアブル)
×富山愛彪(総合格闘技 志道場)
(KO勝利)
第4試合 10:04~10:08 ジュニアＤ -20kg 1分2R
◎大野輝心(reliable リライアブル)
×満田弓晶(ＴＩＡ辻道場)
第5試合

(KO勝利)
10:08~10:12 ジュニアＤ -20kg 1分2R
×松浦蒼空(NO NAME)
○澤田拍門(TEAM SMOKER)

(1-2)
第6試合 10:12~10:16 ジュニアＤ 21kg契約 1分2R
○田中颯(reliable リライアブル)
×鎌田奎叶(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)★2
(3-0)
第7試合 10:16~10:20 ジュニアＤ -25kg 1分2R
×酒井優心(ロイヤルキングス)
○森本悠雅(X-PLOSION GYM)★１
(1-2)
第8試合 10:20~10:24 ジュニアＤ -25kg 1分2R
○小川利桜夢(TIA 辻道場)★１
×下薄伶織(若獅子会館松原支部)
(2-1)
第9試合 10:24~10:28 ジュニアＤ -25kg 1分2R
○岡田綺世(総合格闘技 志道場)
×小林蒼典(烈拳會)
(3-0)
第10試合 10:28~10:32 ジュニアＤ -25kg 1分2R
◎島田銀次(若獅子会館松原支部)
×高木力(総合格闘技 志道場)
(KO勝利)
第11試合 10:32~10:36 ジュニアＤ -25kg 1分2R
○石田玲士(MA/RKS 昇龍會)
×柳谷唯太(フリー)
(2-1)
第12試合 10:36~10:40 ジュニアＤ -25kg 1分2R
×田中慶(reliable リライアブル)
○森本悠雅(X-PLOSION GYM)★２
(0-3)

第13試合

第14試合

第15試合

第16試合

第17試合

第18試合

第19試合

10:40~10:44 ジュニアＤ -20kg
×小畑梨緒(NJKF拳心會館)
◎小川利桜夢(TIA 辻道場)★２
(KO勝利)
10:44~10:48 ジュニアＤ -30kg
×成田柚希(フリー)
○大吉天明(真門 ｔｅａｍ Sol)
(0-3)
10:48~10:52 ジュニアＤ -30kg
○満田ゆみあ(TIA 辻道場)
×和田心愛(一心会)
(3-0)
10:52~10:56 ジュニアＤ -30kg
○満田幸浩(TIA 辻道場)
×富山愛斗 (総合格闘技 志道場)
(3-0)
10:56~11:00 ジュニアＤ -30kg
×馬場瑠愛(NO NAME)
○坪井心愛(TIA 辻道場)
(0-3)
11:00~11:04 ジュニアＤ -30kg
×小畑廉(NJKF拳心會館)
○森本煌王(X-PLOSION GYM)
(0-3)
11:04~11:08 ジュニアＤ -30kg
試合無し

1分2R

1分2R

1分2R

1分2R

1分2R

1分2R

1分2R

第20試合

11:08~11:12 ジュニアＤ -35kg 1分2R
○浦田陸翔(楠誠会館)★１
×北村太一(烈拳會)
(3-0)
第21試合 11:12~11:16 ジュニアＤ -35kg 1分2R
○満田瑠々宝(TIA 辻道場)
×柳谷芽衣(フリー)
(3-0)
第22試合 11:16~11:20 ジュニアＤ -35kg 1分2R
×滝永絆(NJKF拳心會館)
○甲斐愁人(真門 ｔｅａｍ Sol)
(0-3)
第23試合 11:20~11:24 ジュニアＤ -35kg 1分2R
○原井蒼生(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
×河上竜乃介(NJKF拳心會館)
(2-1)
第24試合 11:24~11:28 ジュニアＤ -35kg 1分2R
×橋本康生(TIA 辻道場)
○浦田陸翔(楠誠会館)★２
(0-3)

第25試合

11:28~11:32 ジュニアＤ -40kg 1分2R
×橋本美咲(TIA 辻道場)
◎武政空護(TEAM SMOKER)
(KO勝利)
第26試合 11:32~11:36 ジュニアＤ -45kg 1分2R
試合無し

第27試合

第28試合

11:36~11:40 ジュニアＤ
試合無し

-50kg 1分2R

11:40~11:44 ジュニアＣ -２０kg 1分2R
◎紀之定ののか(BLACK☆Ｊｒ)
×水谷蒼空(福知山ジム)
(KO勝利)
ここで１２３試合を行います

第29試合

11:44~11:48 ジュニアＣ -25kg 1分2R
×小西谷琉(ロイヤルキングス)
◎松岡空海樹(月心会チーム侍)
(KO勝利)
11:48~11:52 ジュニアＣ -25kg 1分2R
△石川瑛虎(ＴＩＡ辻道場)
△細見愛斗(ロイヤルキングス)

第30試合

(ドロー)
11:52~11:56 ジュニアＣ -25kg 1分2R
○村上侑奈(T.B.NATION)
×竹内凛音(隆拳塾)

第31試合

第32試合

第33試合

(2-1)
11:56~12:00 ジュニアＣ -25kg 1分2R
×村上惺那(T.B.NATION)
○北野ひなた(楠誠会館)

(0-3)
12:00~12:04 ジュニアＣ -25kg 1分2R
○芝田琉生(NO NAME)
×山田征輝(reliable リライアブル)

(2-1)
12:04~12:08 ジュニアＣ -25kg 1分2R
×垣本結翔(NJKF拳心會館)
○岡田煌羽(NO NAME)
(0-3)
第35試合 12:08~12:12 ジュニアＣ -25kg 1分2R
◎高木修(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
×鈴木空蕾(NO NAME)
(KO勝利)
第34試合

第36試合

12:12~12:16 ジュニアＣ -30kg 1分2R
○中井美慶(NO NAME)
×小川華利夢(ＴＩＡ辻道場)
(3-0)
第37試合 12:16~12:20 ジュニアＣ -30kg 1分2R
×中野銀仁(reliable リライアブル)
○和泉翔大(隆拳塾)
第38試合

第39試合

第40試合

第41試合

第42試合

第43試合

第44試合

第45試合

第46試合

第47試合

(1-2)
12:20~12:24 ジュニアＣ -30kg 1分2R
×中島凌駕(X-PLOSION GYM)
○伊藤展一朗(烈士会館)
(1-2)
12:24~12:28 ジュニアＣ -30kg 1分2R
○小林慶兜(NO NAME)
×岩永龍雅(ロイヤルキングス)
(2-1)
12:28~12:32 ジュニアＣ -30kg 1分2R
○岡田羽琉(NO NAME)
×山下桐吾(真門 ｔｅａｍ Sol)
(3-0)
12:32~12:36 ジュニアＣ -30kg 1分2R
○味波夢翔(MA/RKS 昇龍會)
×横川壱乃介(真門伊藤道場)
(2-1)
12:36~12:40 ジュニアＣ -30kg 1分2R
◎井下優心(BLACK☆Ｊｒ)
×黒田拓美(二刃会 北野ジム)
(KO勝利)
12:40~12:44 ジュニアＣ -35kg 1分2R
○永山銀次郎(真門伊藤道場)
×島田仁(直心会)
(3-0)
12:44~12:48 ジュニアＣ -35kg 1分2R
○馬場一幸(NO NAME)
×伊藤晴喜(T.B.NATION)
(3-0)
12:48~12:52 ジュニアＣ -35kg 1分2R
×北野昊輝(NJKF拳聖会)
○大谷隼士(直心会)
(0-3)
12:52~12:56 ジュニアＣ -35kg 1分2R
×池阪羚星(NJKF拳心會館)
○藤立悠真(T.B.NATION)
(0-3)
12:56~13:00 ジュニアＣ -35kg 1分2R
○藤村悠磨(BLACK☆Ｊｒ)
×吉田匠汰(NJKF拳心會館)
(2-1)

第48試合

13:00~13:04 ジュニアＣ 1分2R
×村上カンナ(T.B.NATION)
○大出優心(チームスフィーダ)★1

第49試合

第50試合

第51試合

(0-3)
13:04~13:08 ジュニアＣ
○河田吏颯(多田ジム)
×島勘太郎(直心会)

-40kg 1分2R

(3-0)
13:12~13:16 ジュニアB -30kg 1分半2R
○堤鈴(月心会チーム侍)
×森下愛蘭(NJKF拳心會館)★1
(3-0)
13:16~13:20 ジュニアＣ
試合無し

56kg 1分2R

第52試合 13:20~13:25 ジュニアＢ -25kg 1分半2R
○谷村泰生(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
×芦田遥(月心会チーム侍)
(2-1)
13:08~13:12 ジュニアＣ 1分2R
○村上レイナ(T.B.NATION)
×大出優心(チームスフィーダ)★2

第53試合

第54試合

第55試合

第56試合

第57試合

第58試合

第59試合

第60試合

(3-0)
13:25~13:30 ジュニアＢ -30kg 1分半2R
△松田竜弥(一心会)
△富山温陽(月心会チーム侍)
(ドロー)
13:30~13:35 ジュニアＢ -30kg 1分半2R
×橋本楓真(TIA 辻道場)★1
○藤尾陸斗(ロイヤルキングス)
(1-2)
13:35~13:40 ジュニアＢ -30kg
×森下愛蘭(NJKF拳心會館)★2
◎杉岡集(X-PLOSION GYM)
(KO勝利)
13:40~13:45 ジュニアＢ -30kg
○味波愛翔(MA/RKS 昇龍會)
×石田大和(NJKF拳心會館)
(3-0)
13:45~13:50 ジュニアＢ -35kg
×芦野ひなた(TIA 辻道場)
○山崎海來(真門 ｔｅａｍ Sol)
(0-3)
13:50~13:55 ジュニアＢ -35kg
×髙倉涼(NJKF拳聖会)★１
○荘蓮喜(真門 ｔｅａｍ Sol)
(0-3)
13:55~14:00 ジュニアＢ -30kg
×井下楓奈(BLACK☆Ｊｒ)
○橋本楓真(TIA 辻道場)★2
(1-2)

1分半2R

1分半2R

1分半2R

1分半2R

1分半2R

第61試合

14:00~14:05 ジュニアＢ -35kg 1分半2R
○髙田龍輝(NJKF拳聖会)
×西井歩夢(月心会チーム侍)
(3-0)
第62試合 14:05~14:10 ジュニアＢ -35kg 1分半2R
○嶋田颯馬(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
×清水瑞希(月心会チーム侍)
(3-0)
第63試合 14:10~14:15 ジュニアＢ -35kg 1分半2R
○高木仁(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
×岡室景星(NJKF拳聖会)
(3-0)
第64試合 14:15~14:20 ジュニアＢ -35kg 1分半2R
○高木礼司(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
×髙倉涼(NJKF拳聖会)★２
(3-0)
第65試合 14:20~14:25 ジュニアＢ -40kg 1分半2R
○菅原慶一朗(NJKF拳聖会)
×金田来魁(月心会チーム侍)
(3-0)
第66試合 14:25~14:30 ジュニアＢ -45kg 1分半2R
×橋本拓実(月心会チーム侍)
○久井大夢(多田ジム)
(1-2)
第67試合 14:30~14:35 ジュニアＢ 53kg契約 1分半2R
×岸本和真(真門 ｔｅａｍ Sol)
○橋廣龍蔵(ロイヤルキングス)
第68試合

(1-2)
14:35~14:40 ジュニアＢ
試合無

-55kg 1分半2R

第69試合

14:40~14:45 一般D 1分2R
△加藤輝(MFC)
△桒原昇佑（京都政拳会）★1

第70試合

第71試合

第72試合

(ドロー)
14:45~14:50 ジュニアＢ
試合無し

-56kg 1分半2R

14:50~14:56 ジュニアＡ -25kg 2分2R
○安田雄飛(ロイヤルキングス)
×島田晋作(二刃会 北野ジム)
(3-0)
14:56~15:02 ジュニアＡ -25kg 2分2R
×西紫雅(楠誠会館)
○木下葉羽夏(BLACK☆Jr)
(1-2)

第73試合

第74試合

第75試合

15:02~15:08 ジュニアＡ -30kg 2分2R
×松田悠希(一心会)
○細見樹斗(ロイヤルキングス)
(0-3)
15:08~15:14 ジュニアＡ -30kg 2分2R
○勝部晴大(門真teamsol)
×堀碧人(真門伊藤道場)
(2-1)
15:14~15:20 ジュニアＡ -30kg 2分2R
◎辻畑元気(RKS昇龍會)

×八木槙己人(楠誠会館)
(KO勝利)
第76試合 15:20~15:26 ジュニアＡ -30kg 2分2R
○吉田大樹(NAGATAGYM永田道場)
×倉尾来夢(若獅子会館東住吉支部)
(2-0)
第77試合 15:26~15:32 ジュニアＡ -30kg 2分2R
×和田祐翔（一心会）
○岩井大地(真門伊藤道場)
(0-3)
第78試合 15:32~15:38 ジュニアＡ -35kg 2分2R
○松永空(若獅子会館東住吉支部)

第79試合

第80試合

第81試合

第82試合

第83試合

×松井遥希(BLACK☆Jr)
(3-0)
15:38~15:44 ジュニアＡ -35kg 2分2R
○城市来寿(NAGATAGYM)
×長井悠真(二刃会北野ジム)
(3-0)
15:44~15:50 ジュニアＡ -35kg 2分2R
○岩本慎(MA/RKS昇龍會)
×鈴木杏奈(TIA辻道場)
(2-1)
15:50~15:56 ジュニアＡ -35kg 2分2R
×山崎天輔(真門teamsol)
○惣崎宝(直心会)
(0-2)
15:56~16:02 ジュニアＡ -35kg 2分2R
○沖井朔斗(月心会チーム侍)
×島田修作(真門伊藤道場)
(3-0)
16:02~16:08 ジュニアＡ -35kg 2分2R
×小川翔輝(TIA辻道場)

○松永空(若獅子会館東住吉支部)
(0-3)
第84試合 16:08~16:14 ジュニアＡ -35kg 2分2R
×山本杏依香(ブラザーフットTEAMKZT)
○堀陸人(真門伊藤道場)
(0-3)

追加試合 ジュニアA -50kg 2分2R
○堤俊(月心会チーム侍)
×藤本結磨(楠誠会館)
(3-0)
第85試合 16:14~16:20 ジュニアＡ -40kg 2分2R
×長崎紗依茄(月心会チーム侍)
○紀之定篤哉(BLACK☆Jr)
第86試合

(1-2)
16:20~16:26 ジュニアＡ -40kg 2分2R
○一柳優雅(MADCRIBGYM)

×森山幸樹(ブラザーフットTEAMKZT)
(3-0)
第87試合 16:26~16:32 ジュニアＡ -40kg 2分2R
×高橋雷偉(NJLF拳心會館)
○吉田一(若獅子会館松原支部)
(0-3)
第88試合16:32~16:38ジュニアＡ girls(ガールズ) -50kg 2分2R
○重村希海(真門伊藤道場)★1
×山田愛良(BLACK☆Ｊｒ)
(2-1)
第89試合 16:38~16:44ジュニアＡ -40kg 2分2R
×清水真菜佳(月心会チーム侍)
○木下亜輝斗(BLACK☆Jr)
(0-3)
ジュニアＡ -40kg 2分2R
△長崎紗依茄(月心会チーム侍)

追加試合

第90試合

追加試合

第91試合

第92試合

△小川龍斗(TIA辻道場)
(ドロー)
16:44~16:50 ジュニアＡ -45kg 2分2R
○松尾龍也(月心会チーム侍)
×堀海斗(真門伊藤道場)
(2-0)
ジュニアＡ -50kg 2分2R
×柳谷涼太(フリー)
○小谷進之介(月心会チーム侍)
(0-3)
16:50~16:56 ジュニアＡ -50kg 2分2R
△堤俊(月心会チーム侍)
△紀之定健真(BLACK☆Jr)
(ドロー)
16:56~17:02 ジュニアＡ
試合無し

-50kg 2分2R

第93試合17:02~17:08ジュニアＡ

girls(ガールズ) -50kg 2分2R

○重村希海(真門伊藤道場)★2
×井下若葉(BLACK☆Ｊｒ)
(3-0)
17:08~17:14 ジュニアＡ -50kg 2分2R
試合無し

第94試合

第95試合

17:14~17:20 ジュニアＡ -55kg 2分2R
×本名亮介(若獅子会館松原支部)
○溝口司(多田ジム)
(2-1)
ジュニアＡ -4５kg 2分2R
×堀海斗(真門伊藤道場)

追加試合

○矢追友唯(T.B.NATION)★1
(0-2/分け1)
ジュニアクラス 表彰式（約15分）
第96試合

17:20~17:28 一般A -70kg 3分2R
×マグナム豊（フリー）
◎マグナム秀次（T.B.NATION）★１

第97試合

(KO)
17:28~17:36 一般A 76ｋg超級 3分2R
◎新家翔（猛者連 大阪支部）
×井上裕貴（T.B.NATION）

第98試合

(レフリーストップ)
17:36~17:40 一般Ｄ
試合無し

1分2R

第99試合

17:40~17:44 一般Ｄ -55kg 1分2R
×大槻心斗（T.B.NATION）
○田中颯太郎（レッドタイガージム）

(0-3)
第100試合 17:44~17:48 一般Ｄ -55kg 1分2R
×春間豪太郎（CRISS-CROSS）
○水野功也（KENSEIKAI 守口ジム）
(0-3)
第101試合 17:48~17:52 一般D -60kg 1分2R
×福田亘洋（T.B.NATION）
○溝内響介（理心塾ＫｓＧＹＭ）★１
(0-3)
第102試合 17:52~17:56 一般D -70kg 1分2R
×大場道啓（国際柔拳道 無名塾）
○藤井海人（KENSEIKAI 守口ジム）★1
(0-3)
第103試合 17:56~18:00 一般D 1分2R
×流川太一（KENSEIKAI 守口ジム）
○桒原昇佑（京都政拳会）★2
(1-2)
第104試合 18:00~18:04 一般C -50kg 1分2R
○島岡里名（国際柔拳道 無名塾）★１
×加古沙津希（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場）
(2-1)

第105試合 18:04~18:08 一般C 1分2R
△中島寿孝（X-PLOSION GYM）
△金丸清隆（KENSEIKAI 守口ジム）
(ドロー)
第106試合 18:08~18:12 一般C -60kg 1分2R
○中田純貴（月心会チーム侍）
×藤野將臣（藤野塾）
(2-1)
第107試合 18:12~18:16 一般D -60kg 1分2R
×嶺影以寿樹（KENSEIKAI 守口ジム）
○溝内響介（理心塾ＫｓＧＹＭ）★２
第108試合

(0-3)
18:16~18:20 一般C
試合無し

-60kg 1分2R

第109試合 18:20~18:24 一般C -65kg 1分2R
◎藤井海人（KENSEIKAI 守口ジム）★２
×大山陽己（フリー）
(KO)
第110試合 18:24~18:28 一般C -55kg 1分2R
×島岡里名（国際柔拳道 無名塾）★２
○ 棚橋麻樹（京都政拳会）
(0-3)
第111試合 18:28~18:32 一般C -60kg 1分2R
○稲沢弘成（KENSEIKAI 守口ジム）
×菊池友吾（月心会チーム侍）
第112試合

(2-1)
18:32~18:36 一般C -76kg 1分2R（キック無）
×中野篤史（KENSEIKAI 守口ジム）
◎杉本有冶（T.B.NATION）

(KO)
第113試合 18:36~18:40 一般C kg 1分2R
○五嶋龍太郎 (KENSEIKAI 守口ジム)★２
×安藤裕真 (NO NAME)
(3-0)
第114試合 18:40~18:46 一般B -55kg 2分2R
○山口真宙（月心会チーム侍）
×吉岡丈二（猛者連 大阪支部）★１
(3-0)
第115試合 18:46~18:52 一般B -60kg 2分2R
×小林義弥（チームスフィーダ）
○山本翔磨（多田ジム）
(0-3)
第116試合 18:52~18:58 一般B -65kg 2分2R
○森本大喜（CRISS-CROSS）★１
×森田勇志（KENSEIKAI 守口ジム）
第117試合

(2-1)
18:58~19:06 一般B -45kg 2分2R
× 吉崎七海(BLACK☆Jr)
○矢追友唯(T.B.NATION)★2
(0-3)

第118試合 19：06~19：14 一般Ａ -55kg 3分2R
◎城市寿仁亜（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場）
×今田翔希（ブラザーフッドTEAM KZT）
(KO)
第119試合 19：14~19：20 一般Ｂ -55kg 2分2R
◎紀之定悠（BLACK☆Ｊｒ）
×吉岡丈二（猛者連 大阪支部）★２
(KO)
第120試合 19：20~19：28 一般Ａ +76kg 3分2R
△マグナム秀次（T.B.NATION）★２
△金村昌弘（T.B.NATION）
(ドロー)
第121試合 19：28~19：34 一般Ｂ -65kg 2分2R
○森本大喜（CRISS-CROSS）★２
×清水友哉（チームスフィーダ）
(3-0)
第122試合 19：34~19：42 一般Ａ -60kg 3分2R
○松崎亮磨（T.B.NATION）
×中村虹太（X-PLOSION GYM）
(2-1)
第123試合 19：42~19：50 一般Ａ -65kg 3分2R
×岡村雄紀（テツジム関西）
◎永井メック（福知山ジム）
(KO勝利)
一般クラス 表彰式（約10分）

