
杉生澪雅　すぎおりょうが 1 試合目 1-1 北川大翔　きたがわやまと☆１

8oz

2 試合目 0-3 山崎愛琉　やまさきあみる☆１

12oz

小平楓寿　こひらふうじ 3 試合目 3-0 本田歩夢　ほんだあむ

12oz 直心会

中畑翔大　なかはたしょうた 4 試合目 0-3 倉尾来夢　くらおらいむ

ALL-WIN GYM 12oz 若獅子会館東住吉支部

松田大将　まつだたいしょう 5 試合目 0-3 西根瑠壱　にしねるい

ALL-WIN GYM 12oz K-STYLE

中川小鉄　なかがわこてつ 6 試合目 0-3 市南寛太 いちみなみかんた

若獅子会館東住吉支部 12oz 直心会

菅岡一心　すがおかいっしん 7 試合目 3-0

8oz

安枝唯斗　やすえだゆいと 8 試合目 3-0 中畑侑綱　なかはたゆづな

12oz ALL-WIN GYM

9 試合目 3-0 井田美守里　いだみもり

12oz 直心会

永野太稀　ながのたいき 10 試合目 3-0 杉生虎雅　すぎおこうが

修和館 12oz

Ryosei 11 試合目 3-0 松永星那　まつながせな

12oz 若獅子会館東住吉支部

12 試合目

國元楓磨　くにもとふうま 13 試合目 3-0

大阪政拳会 14oz トリニティーサンズ

濱田海　はまだうな 14 試合目 0-1 伊藤瑠哉　いとうるきや

ＴＩＡ辻道場 14oz

赤コーナー 青コーナー

選手名 選手名

所　属 NJKF心将塾 　Aクラス  -30ｋｇ 所　属 G.O.Dジム

選手名 伊藤展一朗　いとうてんいちろう 選手名

所　属 龍生塾ファントム道場 　Aクラス  -35ｋｇ 所　属 NJKF拳心會館

選手名 選手名

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Aクラス  -35ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 　Aクラス  -40ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 　Aクラス  -40ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 　Aクラス  -40ｋｇ 所　属

選手名 選手名 北川大翔　きたがわやまと☆2

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Aクラス  -30ｋｇ 所　属 G.O.Dジム

選手名 選手名

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Aクラス  -45ｋｇ 所　属

選手名 山崎愛琉　やまさきあみる☆2 選手名

所　属 NJKF拳心會館 　Aクラス  -35ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 　A クラス  -45ｋｇ 所　属 NJKF心将塾

選手名 選手名

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　A クラス  -45ｋｇ 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 選手名 岡琉寿　おかるいき☆１

所　属 　A クラス  -50ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 　A クラス  -55ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION



細濱辰　ほそはまとき 15 試合目 3-0 米戸威心　よねといしん

K-STYLE 14oz ALL-WIN GYM

　 16 試合目 　

　 　 　

満田弓明　みつだゆみひろ 17 試合目 0-3 長野瑚冬　ながのこと

ＴＩＡ辻道場 8oz

満田弓華　みつだゆみか 18 試合目 2-0 西村悠侑　にしむらしゅう

ＴＩＡ辻道場 8oz

満田弓晄　みつだゆみてる 19 試合目 0-3

ＴＩＡ辻道場 8oz

20 試合目 2-1 石田大和　いしだやまと

トリニティーサンズ 14oz

安部篤輝　あべあつき 21 試合目 3-0

14oz ＴＩＡ辻道場

22 試合目 3-0 日野弥太郎　ひのやたろう

8oz

満田弓晶　みつだゆみあき 23 試合目 0-3 稲垣空斗　いながきそらと

ＴＩＡ辻道場 8oz

中嶋華音　なかじまかのん 24 試合目 0-3

ＴＩＡ辻道場 8oz

満田時宝　みつだときみち 25 試合目 2-1 井田雄紳　いだゆうしん

ＴＩＡ辻道場 8oz 直心会

休場俐来　やすばりく 26 試合目 0-3 井下樹　いのしたいつき

ＴＩＡ辻道場 8oz

植田大輝　うえだたいき 27 試合目 1-2

ＴＩＡ辻道場 12oz

28 試合目 0-3 新田智生　しんでんともき

8oz

寺田大和　てらだやまと 29 試合目 0-3

ＴＩＡ辻道場 8oz STYLE

選手名 選手名

所　属 　A クラス  -55ｋｇ 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 56超級 所　属

選手名 選手名

所　属 　Dクラス  -20ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 選手名

所　属 　Dクラス  -20ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 選手名 向井友彩　むかいゆあ

所　属 　Dクラス  -20ｋｇ 所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 岡琉寿　おかるいき☆2 選手名

所　属 　Aクラス  -50ｋｇ 所　属 NJKF拳心會館

選手名 選手名 濱田海　はまだうな☆2 

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　A クラス 56超級 所　属

選手名 浅野蓮人　あさのれんと☆1 選手名

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -25ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 選手名

所　属 　Dクラス  -25ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 選手名 香月愛來　かつきめい

所　属 　Dクラス  -25ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 選手名

所　属 　Dクラス  -25ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 　Dクラス  -30ｋｇ 所　属 BLACK☆Ｊｒ

選手名 選手名 土岐望来　ときみらい☆1

所　属 　Dクラス  -45ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 浅野蓮人　あさのれんと☆2 選手名

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -25ｋｇ 所　属 NJKF心将塾

選手名 選手名 堀江優斗　ほりえゆうと☆1

所　属 　Dクラス  -30ｋｇ 所　属



伊藤験　いとうげん 30 試合目 1-1

ＴＩＡ辻道場 8oz レッドタイガージム

31 試合目

木村まさと　きむらまさと 32 試合目 3-0 古川知潤　ふるかわともひろ

12oz

民安心輝羽　たみやすしきは 33 試合目 3-0 生方優亜　うぶかたゆうあ

12oz 若獅子会館東住吉支部

今井天翔　いまいまなと 34 試合目 0-3 伊藤駿　いとうしゅん

12oz ＴＩＡ辻道場

田村龍哉　　たむらりゅうや 35 試合目 0-3

ＴＩＡ辻道場 14oz

中嶋絢音　なかじまあやね 36 試合目 0-3

ＴＩＡ辻道場 8oz STYLE

萩原瑠海　はぎはらるあ 37 試合目 0-3 岩間康樹　いわまこうき

14oz

髙橋柊斗　たかはししゅうと 38 試合目 3-0 源俐空　みなもとりく

12oz 直心会

39 試合目 0-3

若獅子会館東住吉支部 12oz

40 試合目 3-0 香月瑛來　かつきえいと

若獅子会館東住吉支部 8oz

41 試合目 2-0

ＴＩＡ辻道場 12oz

今井丈一郎　いまいじょういちろう 42 試合目 3-0 七津角蘭　ななつかどらん

8oz

松島秀兆　まつしまひでとき 43 試合目 3-0

STYLE 8oz

選手名 選手名 秋山琉音叶　あきやまるいと

所　属 　Dクラス  -20ｋｇ 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 選手名

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Dクラス  -40ｋｇ 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 選手名

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Dクラス  -40ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Dクラス  -40ｋｇ 所　属

選手名 選手名 土岐望来　ときみらい☆2

所　属 　Dクラス  -55ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 選手名 堀江優斗　ほりえゆうと☆2

所　属 　Dクラス  -30ｋｇ 所　属

２０分休憩
選手名 選手名

所　属 BLACK☆Ｊｒ 　Dクラス  -55ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 選手名

所　属 G.O.Dジム 　Dクラス  -35ｋｇ 所　属

選手名 北岡尚希　きたおかなおき 選手名 上村寵維　うえむらるい☆1

所　属 　Cクラス  -45ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 松永絆　まつながわく☆1 選手名

所　属 　Cクラス  -20ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 宗元厚樹　むねもとあつき☆1 選手名 岩崎桜雅　いわさきおうが☆1

所　属 　Cクラス  -35ｋｇ 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 選手名

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Cクラス  -25ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 選手名 田淵大翔　たぶちひろと

所　属 　Cクラス  -25ｋｇ 所　属 BLACK☆Ｊｒ



岩崎飛斗　いわさきあすと 44 試合目 0-3

8oz

中村和琥　なかむらわく 45 試合目 2-1

12oz

多賀伊吹　たがいぶき 46 試合目 0-2

12oz

47 試合目 2-1 中津直太郎　なかつなおたろう

ＴＩＡ辻道場 12oz STYLE

48 試合目 吉井雷城　よしいらいき

若獅子会館東住吉支部 8oz 寝屋川ジム

小林聖　こばやしせい 49 試合目

ALL-WIN GYM 12oz

50 試合目 0-2 田中颯　たなかそう

8oz

51 試合目 0-1 安枝斗真　やすえだとうま

寝屋川ジム 8oz

52 試合目 3-0 山本夢輝　やまもといぶき

8oz

平井綺亞瑠　ひらいきある 53 試合目 0-3 田中慶　たなかけい

12oz

太田陽斗　おおたはると 54 試合目 0-3

12oz 直心会

岩野柚希　いわのゆずき 55 試合目 0-3

矢田道場 12oz

56 試合目 3-0 杉生大雅　すぎおたいが

8oz

57 試合目 1-2 山田皇征　やまだおうせい

寝屋川ジム 8oz

山本眞那斗　やまもとまなと 58 試合目 0-3 飯塚瀬永　いいづかせな

ALL-WIN GYM 12oz ＴＩＡ辻道場

選手名 選手名 香月來翔　かつきらいと☆1

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Cクラス  -30ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 選手名 向井勇人　むかいはやと

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -35ｋｇ 所　属 BLACK☆Ｊｒ

選手名 選手名 岩崎桜雅　いわさきおうが☆2

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 宗元厚樹　むねもとあつき☆2 選手名

所　属 　Cクラス  -40ｋｇ 所　属

選手名 松永絆　まつながわく☆2 赤KO勝利 選手名

所　属 　Cクラス  -20ｋｇ 所　属

選手名 青不戦勝 選手名 上村寵維　うえむらるい☆2

所　属 　Cクラス  -45ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 水瀬剛輝　みずせごうき☆1 選手名

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Bクラス  -30ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 奥村流星　おくむらりゅうせい☆1 選手名

所　属 　Bクラス  -25ｋｇ 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 香月來翔　かつきらいと☆2 選手名

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -30ｋｇ 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 選手名

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Bクラス  -35ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 選手名 河野文太　こうのぶんた☆1

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Bクラス  -35ｋｇ 所　属

選手名 選手名 中野銀仁　なかのぎんじ

所　属 　Bクラス  -40ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 水瀬剛輝　みずせごうき☆2 選手名

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Bクラス  -30ｋｇ 所　属 NJKF心将塾

選手名 奥村流星　おくむらりゅうせい☆2 選手名

所　属 　Bクラス  -25ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 選手名

所　属 　Bクラス  -40ｋｇ 所　属



柳谷唯太　やなぎやゆいた 59 試合目 2-0 柳浦謙心　やなぎうらけんしん

矢田道場 12oz

テリーファンク猫型 60 試合目

RGM-79 12oz 若獅子会館東住吉支部

61 試合目 0-3

ＴＩＡ辻道場 14oz

　 62 試合目 　

　 　 　 　 　

63 試合目

64 試合目

65 試合目 0-3 山田征輝　やまだしょうき

直心会 12oz

ジュニアクラス表彰式
山名加奈子　やまなかなこ 66 試合目 0-3

12oz

岩嶋凌大　いわしまりょうた 67 試合目 2-0 塚本龍　つかもとりゅう

14oz 総合格闘技　志道場

68 試合目

樋本心源　ひもとしんげん 69 試合目 3-0

総合格闘技　志道場 14oz ALL-WIN GYM

70 試合目 0-3 伊藤琥太郎　いとうこたろう

ＴＩＡ辻道場 14oz

古賀弘晃　こがひろあき 71 試合目 1-1 平石敏生　ひらいしとしき

国際柔拳道　無名塾 14oz

TAKESHI 72 試合目 0-3

14oz

選手名 選手名

所　属 　Bクラス  -40ｋｇ 所　属 大阪キック　T.B.NATION

選手名 青1RKO勝利 選手名 立石岬　たていしみさき

所　属 　Bクラス  -45ｋｇ 所　属

選手名 満田ゆみあ　みつだゆみあ☆1 選手名 井下楓奈　いのしたふうな

所　属 　Bクラス  -50ｋｇ 所　属 BLACK☆Ｊｒ

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 河野文太　こうのぶんた☆2 選手名

所　属 　Bクラス  -35ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 選手名 喜多梨湖　きたりこ

所　属 GGキックボクシングクラブ 　Dクラス  -55ｋｇ 所　属 NKジム

選手名 選手名

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -55ｋｇ 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 選手名 浅井和樹　あさいかずき☆1

所　属 　Dクラス  -65ｋｇ 所　属

選手名 満田ゆみあ　みつだゆみあ☆2 選手名

所　属 　Bクラス  -50ｋｇ 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 選手名

所　属 　Dクラス 75超級 所　属 GGキックボクシングクラブ

選手名 選手名 北俊亮　きたしゅんすけ

所　属 Shya7(シャナナ） 　Cクラス  -60ｋｇ 所　属 千空館



池上豪　いけがみごう 73 試合目 0-3 山田梓　やまだあずさ

14oz フリー

藤原明　ふじわらあきら 74 試合目 0-3 宮本光　みやもとひかる

STYLE 14oz 総合格闘技　志道場

芦生拓未　あしうたくみ 75 試合目 0-0

総合格闘技　志道場 14oz ALL-WIN GYM

76 試合目

77 試合目

モーリス　ケン 78 試合目 0-2 アブソリュート海

14oz フリー

山縣渓翔　やまがたかいと 79 試合目 0-1

月心会　関西中央 14oz

80 試合目

眞宅司　しんたくつかさ 81 試合目 0-3

月心会　関西中央 14oz

ドリーファンク猫型 82 試合目 0-2

RGM-79 14oz

ジュニアクラス表彰式

選手名 選手名

所　属 ８８８GYM 　Cクラス  -65ｋｇ 所　属

選手名 選手名

所　属 　Cクラス  -70ｋｇ 所　属

選手名 選手名 浅井和樹　あさいかずき☆2

所　属 　Dクラス  -65ｋｇ 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 選手名

所　属 ８８８GYM 　Bクラス  -60ｋｇ 所　属

選手名 選手名 小林光輝　こばやしこうき

所　属 　Bクラス  -70ｋｇ 所　属 G.O.Dジム

選手名 無し 選手名

所　属 所　属

選手名 選手名 北珠偉　きたしゅい

所　属 　Aクラス  -60ｋｇ 所　属 千空館

選手名 選手名 　後藤夏空　ごとうなつたか

所　属 　Aクラス  -75ｋｇ 所　属 NKジム


	対戦表

