
赤コーナー 青コーナー

一般クラス
選手名 1 試合目 0-3 選手名 安部篤輝　あべあつき

所　属 闘遊塾 14oz 所　属

選手名 黒添力也　くろせりきや 2 試合目 3-0 選手名 八木誠　やぎまこと

所　属 千空館 14oz 所　属 シュートボクシング摂津富田ジム

選手名 石井力斗　いしいりきと 3 試合目 3-0 選手名 高井大輔　たかいだいすけ

所　属 武拳会 14oz 所　属 シュートボクシング摂津富田ジム

選手名 大久保南　おおくぼみなみ 4 試合目 1-0 選手名 山本康平　やまもとこうへい

所　属 STYLE 14oz 所　属 シュートボクシング摂津富田ジム

選手名 樋口達也　ひぐちたつや 5 試合目 0-3 選手名

所　属 千空館 14oz 所　属

選手名 村上真太郎　むらかみしんたろう 6 試合目 選手名 足立康熙　あだちこうき

所　属 14oz 所　属

選手名 清水健翔　しみずけんと 7 試合目 3-0 選手名 田川洋大　たがわようた

所　属 千空館 14oz 所　属

選手名 塚田泰子　つかだやすこ 8 試合目 3-0 選手名 杉田ありさ　すぎたありさ

所　属 フリー 12oz 所　属 W-Beast gym

選手名 植田隼人　うえだはやと 9 試合目 1-0 選手名 稲洋仁　いねひろと

所　属 X-PLOSION GYM 14oz 所　属 直心会　和歌山

選手名 関太一朗　せきたいちろう 10 試合目 選手名

所　属 STYLE 14oz 所　属

選手名 小山優弥　こやまゆうや 11 試合目 3-0 選手名 李珀坤　リーポークン

所　属 14oz 所　属 新空手道協会　颯修館

選手名 12 試合目 3-0 選手名 反田悠太　はんだゆうた

所　属 X-PLOSION GYM 14oz 所　属 フリー

柴田瑛大　しばたえいた☆1

　Cクラス  -60ｋｇ 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

　Dクラス  -55ｋｇ

　Dクラス  -55ｋｇ

　Dクラス  -60ｋｇ

坂口幹太　さかぐちかんた☆1

　Dクラス  -60ｋｇ NJKF拳心會館

１—1

NKジム 　Dクラス  -60ｋｇ NJKF拳心會館

　Dクラス  -60ｋｇ NJKF拳心會館

　Dクラス  -60ｋｇ

　Dクラス  -65ｋｇ

赤KO勝利 坂口幹太　さかぐちかんた☆2

　Dクラス  -60ｋｇ NJKF拳心會館

８８８GYM 　Dクラス  -70ｋｇ

樋井柊人　ひのいしゅうと☆1

　Cクラス  -55ｋｇ



選手名 柴田瑛大　しばたえいた☆２ 13 試合目 選手名 幸岡太陽　こうおかたいよう

所　属 闘遊塾 14oz 所　属

選手名 菊川祥太　きくかわしょうた 14 試合目 3-0 選手名 TAKESHI

所　属 総合格闘技　龍生塾 14oz 所　属

選手名 村橋朔矢　むらはしさくや 15 試合目 0-3 選手名 椋橋秀太　くらはししゅうた

所　属 吉田道場 14oz 所　属

選手名 金元進　きむうぉんじん 16 試合目 選手名 西原健雄　にしはらたけお

所　属 14oz 所　属 フリー

選手名 大倉脩平　おおくらしゅうへい 17 試合目 3-0 選手名 平田優一　ひらたゆういち

所　属 14oz 所　属 シュートボクシング摂津富田ジム

選手名 18 試合目 2-0 選手名 岩嶋凌大　いわしまりょうた

所　属 X-PLOSION GYM 14oz 所　属

選手名 藤原明　ふじわらあきら 19 試合目 0-3 選手名 安部宙暉　あべひろき

所　属 STYLE 14oz 所　属

選手名 今井大資　いまいだいすけ 20 試合目 3-0 選手名 吉田行汰　よしだこうた

所　属 千空館 14oz 所　属

選手名 北俊亮　きたしゅんすけ 21 試合目 1—2 選手名 赤澤優芽　あかざわゆめ

所　属 千空館 14oz 所　属

選手名 山縣渓翔　やまがたかいと 22 試合目 0-3 選手名 中村朋仁　なかむらほうじん

所　属 月心会　関西中央 14oz 所　属 総合格闘技　龍生塾

選手名 岩原陽向　いわはらひなた 23 試合目 0-3 選手名 小林大樹　こばやしだいき

所　属 魁塾　中川道場 14oz 所　属 総合格闘技　龍生塾

選手名 眞宅司　しんたくつかさ 24 試合目 0-3 選手名 牧野騎士　まきのないと

所　属 月心会　関西中央 14oz 所　属

選手名 北珠偉　きたしゅい 25 試合目 2—1 選手名 津留純平　つるじゅんぺい

所　属 千空館 14oz 所　属

一般クラス表彰式

青KO勝利

　Cクラス  -60ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

　Cクラス  -60ｋｇ Shya7(シャナナ）

　Dクラス  -70ｋｇ NJKF理心塾

１—1

T・Y・Tムエタイジム 　Cクラス  -65ｋｇ

KICK－STYLE 　Cクラス  -65ｋｇ

樋井柊人　ひのいしゅうと☆2

　Cクラス  -55ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

　Cクラス  -70ｋｇ 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

　Cクラス  -70ｋｇ GGキックボクシングクラブ

　Bクラス  -60ｋｇ FASCINATE　FIGHT　TEAM

　Bクラス  -65ｋｇ

　Aクラス  -55ｋｇ

　Aクラス  -60ｋｇ FASCINATE　FIGHT　TEAM

　Aクラス  -60ｋｇ FASCINATE　FIGHT　TEAM



ジュニアクラスタイトルマッチ
選手名 山崎愛流　やまさきあみる 1 試合目 1—2 選手名 山下洸貴　やましたこうき

所　属 拳心会館 12oz 所　属 寝屋川ジム

選手名 山中涼惺 2 試合目 選手名 西根瑠壱　にしねるい

所　属 12oz 所　属 Ｋ－ＳＴＹＬＥ

選手名 岡流寿　おかるいき 3 試合目 2—1 選手名 國元楓磨　くにもとふうま

所　属 トリニティーサンズ 14oz 所　属 大阪政拳会

選手名 伊藤瑠哉　いとうるきや 4 試合目 0-3 選手名 細濱辰　ほそはまとき

所　属 14oz 所　属 Ｋ－ＳＴＹＬＥ

ジュニアクラス
選手名 小平京寿　こひらきょうじ☆１ 26 試合目 2-0 選手名 山本琉翔　やまもとりゅうと

所　属 8oz 所　属 直心会

選手名 岡本陸聖　おかもとりくしん 27 試合目 選手名 古小路逸希　こしょうじいつき

所　属 闘遊塾 12oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 島田銀次　しまだぎんじ 28 試合目 3-0 選手名 河野文太　こうのぶんた

所　属 12oz 所　属 直心会

選手名 山田征輝　やまだしょうき 29 試合目 0-2 選手名 井田美守里　いだみもり

所　属 12oz 所　属 直心会

選手名 倉尾来夢　くらおらいむ 30 試合目 3-0 選手名 小平楓寿　こひらふうじ

所　属 若獅子会館東住吉支部 12oz 所　属

選手名 中島凌駕　なかじまりょうが 31 試合目 0-3 選手名 中川小鉄　なかがわこてつ

所　属 X-PLOSION GYM 12oz 所　属 若獅子会館東住吉支部

選手名 小平京寿　こひらきょうじ☆２ 32 試合目 2-0 選手名 平松咲　ひらまつさく

所　属 8oz 所　属 TAD

 -35ｋｇ

赤KO勝利

大阪キック　T.B.NATION  -45ｋｇ

 -50ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION  -55ｋｇ

若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Ａクラス  -30ｋｇ

青KO勝利

　Ａクラス  -35ｋｇ

NJKF拳心會館 　Ａクラス  -35ｋｇ

総合格闘技道場　reliable　 　Ａクラス  -35ｋｇ

　Ａクラス  -40ｋｇ 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

　Ａクラス  -40ｋｇ

若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Ａクラス  -30ｋｇ



選手名 志水唱乃介　しみずうたのすけ 33 試合目 1-0 選手名 市南寛太 いちみなみかんた

所　属 魁塾　中川道場 12oz 所　属 直心会

選手名 伊藤展一朗　いとうてんいちろう 34 試合目 0-3 選手名 杉岡集　すぎおかあつむ

所　属 龍生塾ファントム道場 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 松永星那　まつながせな 35 試合目 2-0 選手名 國元天磨　くにもとてんま

所　属 若獅子会館東住吉支部 12oz 所　属 大阪政拳会

選手名 倉橋夏海　くらはしなつみ 36 試合目 1—1 選手名 上西芽空　うえにしがく

所　属 白仙会 12oz 所　属 龍生塾ファントム道場

選手名 石田大和　いしだやまと 37 試合目 0-3 選手名 鹿島海成　かしまかいせい

所　属 14oz 所　属

選手名 新井真惺　あらいまさと☆１ 38 試合目 3-0 選手名 濱田海　はまだうな

所　属 14oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 西村悠侑　にしむらしゅう 39 試合目 0-1 選手名 秋山琉音斗　あきやまるいと☆１

所　属 8oz 所　属 レッドタイガージム

選手名 前碧斗　まえあおと 40 試合目 3-0 選手名 満田弓明　みつだゆみひろ

所　属 8oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 小林織都　こばやしりと 41 試合目 3-0 選手名 満田弓晄　みつだゆみてる

所　属 8oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 長野瑚冬　ながのこと 42 試合目 3-0 選手名 満田弓華　みつだゆみか

所　属 8oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 田名部樹　たなべたつき 43 試合目 0-3 選手名 杉本侑　すぎもとあつむ

所　属 8oz 所　属 龍生塾ファントム道場

選手名 44 試合目 3-0 選手名 武政空護　たけまさくうご

所　属 14oz 所　属 TEAM SMOKER

選手名 西野朔太郎　にしのさくたろう 45 試合目 2-0 選手名 秋山琉音斗　あきやまるいと☆２

所　属 KOKUSHIGYM 8oz 所　属 レッドタイガージム

選手名 塩村星絆　しおむらせな 46 試合目 3-0 選手名 武政桜仁　たけまさはると

所　属 8oz 所　属 TEAM SMOKER

選手名 川端寿輝　かわばたじゅき 47 試合目 0-3 選手名 森田遥翔　もりたはると

所　属 8oz 所　属 フリー

　Ａクラス  -40ｋｇ

　Ａクラス  -40ｋｇ

　Ａクラス  -45ｋｇ

　Ａクラス  -45ｋｇ

NJKF拳心會館 　Ａクラス  -50ｋｇ FASCINATE　FIGHT　TEAM

大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  -55ｋｇ

総合格闘技道場　reliable　 　Ｄクラス  -20ｋｇ

総合格闘技道場　reliable　 　Ｄクラス  -20ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス  -20ｋｇ

総合格闘技道場　reliable　 　Ｄクラス  -20ｋｇ

総合格闘技道場　reliable　 　Ｄクラス  -20ｋｇ

新井真惺　あらいまさと☆2

大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  -55ｋｇ

　Ｄクラス  -20ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス  -25ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス  -25ｋｇ



選手名 西原一輝　にしはらいっき 48 試合目 青不戦勝 選手名 秋月志天　あきづきむねたか

所　属 真正会 8oz 所　属 Menace Fight Club

選手名 川端愛輝　かわばたあいき 49 試合目 1—1 選手名 横山龍進　よこやまりゅうしん

所　属 8oz 所　属

選手名 日野弥太郎　ひのやたろう 50 試合目 3-0 選手名 古川剛悠　ふるかわたけはる

所　属 8oz 所　属

選手名 田中香望　たなかかの 51 試合目 選手名 松本泰誠　まつもとたいせい

所　属 8oz 所　属

選手名 中尾広斗　なかおひろと 52 試合目 2-0 選手名 江藤静尚　えとうせな

所　属 武拳会 8oz 所　属

選手名 古里龍哉　ふるさとたつや 53 試合目 1—1 選手名 内田莉緒音　

所　属 若獅子会館東住吉支部 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 山本聖人　やまもとたかと 54 試合目 2—1 選手名 小川蓮十　おがわれんと

所　属 8oz 所　属

選手名 南望愛　みなみのあ 55 試合目 2—1 選手名

所　属 KOKUSHIGYM 12oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 津幡空崇人　つばたあすと 56 試合目 3-0 選手名 寺田大和　てらだやまと

所　属 フリー 12oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 小林葡維　こばやしぶい 57 試合目 1-0 選手名

所　属 12oz 所　属 誠流塾

選手名 生方優亜　うぶかたゆうあ 58 試合目 0-3 選手名 内田心音　うちだここね

所　属 若獅子会館東住吉支部 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 中塩善太　なかしおぜんた 59 試合目 0-3 選手名 黒田若菜　くろだわかな

所　属 Menace Fight Club 12oz 所　属 闘遊塾

選手名 籠本玲乙　かごもとれお 60 試合目 0-3 選手名 島良心

所　属 テツジム 14oz 所　属 武拳会

選手名 久田志音　ひさだしおん 61 試合目 2-0 選手名 木村野々華　きむらののか☆２

所　属 誠流塾 12oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 井田雄紳　いだゆうしん 62 試合目 0-3 選手名 藤田海里　ふじたかいり

所　属 直心会 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

　Ｄクラス  -25ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス  -25ｋｇ NJKF拳心會館

大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス  -25ｋｇ 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

青KO勝利

総合格闘技道場　reliable　 　Ｄクラス  -30ｋｇ NJKF拳心會館

　Ｄクラス  -30ｋｇ NKジム

　Ｄクラス  -30ｋｇ

若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Ｄクラス  -30ｋｇ NKジム

木村野々華　きむらののか☆1

　Ｄクラス  -35ｋｇ

　Ｄクラス  -35ｋｇ

久田利音　ひさだりおん☆1

大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス  -40ｋｇ

　Ｄクラス  -40ｋｇ

　Dクラス  -45ｋｇ

　Dクラス  -55ｋｇ

　Dクラス  -35ｋｇ

　Ｃクラス  -25ｋｇ



選手名 小嵐翔真　こあらししょうま 63 試合目 3-0 選手名 久田利音　ひさだりおん☆２

所　属 12oz 所　属 誠流塾

選手名 松島秀兆　まつしまひでとき 64 試合目 選手名 玉田栄好　たまだえいす

所　属 STYLE 8oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 田中清一郎　たなかせいいちろう 65 試合目 0-3 選手名 谷田咲夢　たにださむ

所　属 KOKUSHIGYM 8oz 所　属 フリー

選手名 満田時宝　みつだときみち 66 試合目 0-3 選手名 真狩莉央　まかりりお

所　属 ＴＩＡ辻道場 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 堀江優斗　ほりえゆうと 67 試合目 0-3 選手名 藤本一誠　ふじもといっせい

所　属 STYLE 70 8oz 所　属 フリー

選手名 西川莉輝　にしかわりき 68 試合目 3-0 選手名 大宅瀧心　おおやそうしん

所　属 KOKUSHIGYM 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 東浦翔　ひがしうらしょう 69 試合目 3-0 選手名 中村和琥　なかむらわく

所　属 KOKUSHIGYM 12oz 所　属

選手名 西野虎太郎　にしのこたろう 70 試合目 0-3 選手名 富川圭悟　とみかわけいご

所　属 KOKUSHIGYM 12oz 所　属 フリー

選手名 中林知也　なかばやしともや 71 試合目 1-0 選手名 橋村緩汰　はしむらかんた

所　属 12oz 所　属 寝屋川ジム

選手名 長滝颯真　ながたきそうま 72 試合目 3-0 選手名 那須大雅　なすたいが☆１

所　属 12oz 所　属 Menace Fight Club

選手名 山本龍輝　やまもとりゅうき 73 試合目 1—1 選手名 阪本皇生　さかもとおうき

所　属 龍生塾ファントム道場 12oz 所　属 Menace Fight Club

選手名 74 試合目 選手名 古川知潤　ふるかわともひろ

所　属 KOKUSHIGYM 12oz 所　属

総合格闘技道場　reliable　 　Dクラス  -40ｋｇ

青KO勝利

　Ｃクラス  -30ｋｇ

　Ｃクラス  -30ｋｇ

　Cクラス  -30ｋｇ

 -30ｋｇ

　Cクラス  -30ｋｇ

　Ｃクラス  -35ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

　Ｃクラス  -35ｋｇ

KICK－STYLE 　Ｃクラス  -35ｋｇ

KICK－STYLE 　Ｃクラス  -35ｋｇ

　Ｃクラス  -35ｋｇ

中畝飛雄太　なかせひゅうた☆1 1ー2

　Ｃクラス  -40ｋｇ 若獅子会館TEAM　MATSUBARA



選手名 75 試合目 選手名 川本楓　かわもとかえで

所　属 STYLE 12oz 所　属 Menace Fight Club

選手名 土岐望来　ときみらい 76 試合目 3-0 選手名 酒井珀虎　さかいはくと

所　属 12oz 所　属

選手名 長滝海璃　ながたきかいり 77 試合目 2-0 選手名 阪本希力玖　さかもときりく

所　属 12oz 所　属 Menace Fight Club

選手名 テリーファンク猫型 78 試合目 選手名 植田大輝　うえだたいき

所　属 RGM-79 12oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 石田春道　いしだはるみち☆１ 79 試合目 選手名 國光銀河　くにみつぎんが

所　属 KOKUSHIGYM 14oz 所　属

選手名 中畝飛雄太　なかせひゅうた☆２ 80 試合目 3-0 選手名 水津将輝　すいづまさき

所　属 KOKUSHIGYM 12oz 所　属

選手名 長田大晴　ながたたいせい 80.5 試合目 0-3 選手名
i 所　属 X-PLOSION GYM 12oz 所　属

選手名 中津直太郎　なかつなおたろう☆２ 81 試合目 3-0 選手名 岩元よつば　いわもとよつば

所　属 STYLE 12oz 所　属 龍生塾ファントム道場

選手名 岩間康樹　いわまこうき 82 試合目 0-3 選手名 大野綾大　おおのあやた

所　属 14oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 稲垣空斗　いながきそらと 83 試合目 3-0 選手名 内谷澪　うちたにれいた

所　属 8oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 安枝斗真　やすえだとうま 84 試合目 3-0 選手名 山田皇征　やまだおうせい

所　属 8oz 所　属

選手名 石田春道　いしだはるみち☆２ 85 試合目 3-0 選手名 上村寵維　うえむらるい

所　属 KOKUSHIGYM 14oz 所　属

選手名 86 試合目 0-3 選手名 小畑廉　おばたれん

所　属 X-PLOSION GYM 12oz 所　属

選手名 87 試合目 0-3 選手名 杉本健　すぎもとたける

所　属 若獅子会館東住吉支部 12oz 所　属 龍生塾ファントム道場

中津直太郎　なかつなおたろう☆1 1ー2

　Ｃクラス  -45ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Ｃクラス  -45ｋｇ NKジム

KICK－STYLE 　Ｃクラス  -45ｋｇ

1ー2

　Ｃクラス  -45ｋｇ

1ー2

　Ｃクラス  -50ｋｇ FASCINATE　FIGHT　TEAM

　Ｃクラス  -40ｋｇ NKジム

那須大雅　なすたいが☆2

　Ｃクラス  -35ｋｇ FASCINATE　FIGHT　TEAM

　Ｃクラス  -45ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Ｃクラス  -55ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Ｂクラス  -25ｋｇ

若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Ｂクラス  -25ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

　Ｃクラス  -50ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

西野陽丸　にしのひまる☆1

　Ｂクラス  -40ｋｇ NJKF拳心會館

立石岬　たていしみさき☆1

　Ｂクラス  -45ｋｇ



選手名 平松空　ひらまつそら 88 試合目 選手名

所　属 TAD 14oz 所　属

選手名 立石大輝　たていしだいき 89 試合目 0-1 選手名 中畝泰衣心　なかせたいしん

所　属 若獅子会館東住吉支部 8oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 谷田大夢　たにだとむ 90 試合目 0-3 選手名 田中颯　たなかそう

所　属 フリー 8oz 所　属

選手名 香月來翔　かつきらいと 91 試合目 2-0 選手名 瀬川柚子心　せがわゆずな

所　属 8oz 所　属 寝屋川ジム

選手名 西野陽丸　にしのひまる☆２ 92 試合目 0-3 選手名 中野銀仁　なかのぎんじ

所　属 X-PLOSION GYM 12oz 所　属

選手名 立石岬　たていしみさき☆２ 93 試合目 無し 選手名 有村元貴　ありむらげんき

所　属 若獅子会館東住吉支部 12oz 所　属 総合格闘技　龍生塾

選手名 満田ゆみあ　みつだゆみあ 94 試合目 0-3 選手名 伊藤琥太郎　いとうこたろう☆２

所　属 ＴＩＡ辻道場 14oz 所　属

選手名 石川瑛虎　いしかわえいと 95 試合目 0-3 選手名 伊藤瑛大郎　いとうえいたろう

所　属 ＴＩＡ辻道場 12oz 所　属

選手名 脇園明日翔　わきぞのあすと 96 試合目 3-0 選手名 本田歩夢　ほんだあむ

所　属 魁塾　中川道場 12oz 所　属 直心会

選手名 宋凌成　そうりょうせい 97 試合目 選手名 田中慶　たなかけい

所　属 12oz 所　属

選手名 杉本琉斗　すぎもとりゅうと 98 試合目 0-2 選手名 西村冠　にしむらかもん

所　属 闘遊塾 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 増田郁斗　ますだいくと 99 試合目 選手名 中島瑠花　なかじまるか

所　属 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 川上嵩太　かわかみしゅうた 100 試合目 3-0 選手名 岩元來優良　いわもとくうら

所　属 フリー 14oz 所　属 龍生塾ファントム道場

選手名 満田瑠々宝　みつだるるほ　 101 試合目 選手名 倉橋鉄人　くらはしてつと

所　属 ＴＩＡ辻道場 14oz 所　属 白仙会

ジュニアクラス表彰式

1ー2 伊藤琥太郎　いとうこたろう☆1

　Ｂクラス  -50ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

　Ｂクラス  -30ｋｇ

　Ｂクラス  -30ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

大阪キック　T.B.NATION 　Ｂクラス  -30ｋｇ

　Ｂクラス  -40ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

　Ｂクラス  -45ｋｇ

　Ｂクラス  -50ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

　Ｂクラス  -35ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

　Ｂクラス  -35ｋｇ

1ー2

KICK－STYLE 　Ｂクラス  -35ｋｇ 総合格闘技道場　reliable　

　Ｂクラス  -40ｋｇ

赤KO勝利

大阪キック　T.B.NATION 　Ｂクラス  -40ｋｇ

　Ｂクラス  -50ｋｇ

青KO勝利

　Ｂクラス  -55ｋｇ


	対戦表

