第1試合 9:52~9:56 ジュニアＤ -20kg 1分2R
山田皇征 やまだおうせい（reliable リライアブル）
富山愛彪 とみやままひゅう (総合格闘技 志道場)★1
第2試合 9:56~10:00 ジュニアＤ -25kg 1分2R
中當瑚雛 なかあたり こひな(楠誠会館)
菊山晴陽 きくやまはるひ(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)★１
第3試合 10:00~10:04 ジュニアＤ -25kg 1分2R
田中颯 たなかそう(reliable リライアブル)
永田 奨栞 ながたそうし(T.B.NATION)
第4試合 10:04~10:08 ジュニアＤ -25kg 1分2R
森本悠雅 もりもとゆうが(X-PLOSION GYM)
岡田綺世 おかだあやせ(総合格闘技 志道場)
第5試合 10:08~10:12 ジュニアＤ -25kg 1分2R
田中慶 たなかけい(reliable リライアブル)
高木力 たかぎりき(総合格闘技 志道場)
第6試合 10:12~10:16 ジュニアＤ -20kg 1分2R
大野輝心 おおのきしん(reliable リライアブル)
富山愛彪 とみやままひゅう (総合格闘技 志道場)★2
第7試合 10:16~10:20 ジュニアＤ -25kg 1分2R
水瀬剛輝 みずせごうき(理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ)
菊山晴陽 きくやまはるひ(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)★２

第8試合 10:20~10:24 ジュニアＤ -30kg 1分2R
森本煌王 もりもとこうき(X-PLOSION GYM)★１
富山愛斗 とみやままなと(総合格闘技 志道場)
第9試合 10:24~10:28 ジュニアＤ 35kg 1分2R
山形朔也 やまがたさくや(魁塾 中川道場)★１
桃原蓮人 ももはられんと(烈士会館)
第10試合 10:28~10:32 ジュニアＤ 40kg 1分2R
岩原 晴斗 いわはら はると(魁塾 中川道場)
久保海大
くぼみひろ(チームスフィーダ)
第11試合 10:32~10:36 ジュニアＢ -20kg 1分半2R
紀之定ののか きのさだののか (BLACK☆Ｊｒ)★1
鎌田奎叶 かまだけいと(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
第12試合 10:36~10:40 ジュニアC -25kg 1分2R
山田征輝 やまだしょうき(reliable リライアブル)
北野ひなた きたのひなた（楠誠会館）★1
第13試合 10:40~10:44 ジュニアＣ -20kg 1分2R
鎌田瑠叶 かまだるいと(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
松浦蒼空 まつうらそら(NO NAME)
第14試合 10:44~10:48 ジュニアＤ -30kg 1分2R
森本煌王 もりもとこうき(X-PLOSION GYM)★2
馬場瑠愛 ばんばるあ(NO NAME)

第15試合 10:48~10:52 ジュニアＤ -30kg 1分2R
山形朔也 やまがたさくや(魁塾 中川道場)★2
中江豪心 なかえごうし(総合格闘技 志道場)
第16試合 10:52~10:56 ジュニアＣ -25kg 1分2R
村上侑奈 むらかみゆな (T.B.NATION)
中井麗美 なかいれいみ(NO NAME)

第17試合 10:56~11:00 ジュニアＣ -30kg 1分2R
黒田拓美 くろだたくみ(二刃会 北野ジム)
川内心尊 かわうちじゅんと(理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ)★1
第18試合 11:00~11:04 ジュニアＣ -25kg 1分2R
高木修 たかぎおさむ(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
平井綺亞瑠 ひらいきある(理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ)
第19試合 11:04~11:08 ジュニアＣ -25kg 1分2R
芝田琉生 しばたるい（NO NAME）
北野ひなた きたのひなた（楠誠会館)★2
第20試合 11:08~11:12 ジュニアＣ -25kg 1分2R
村上惺那 むらかみせな(T.B.NATION）
酒井優心 さかいゆうあ(ロイヤルキングス)★1
第21試合 11:12~11:15 ジュニアＣ -40kg1分2R
甲斐小麻起 かいこまき(NJKF理心塾)
諌山魁羅 いさやまがいり（チームスフィーダ）★1

第22試合 11:15~11:18 ジュニアＣ -30kg 1分2R
中垣龍人 なかがきたつひと(NO NAME)
大吉天明 おおよしてんめい(真門 ｔｅａｍ Sol)
第23試合 11:18~11:21 ジュニアＣ 52ｋｇ契約1分2R
野村登生 のむらとき（MAD CRIB GYM）
上森葉月 うえもりはづき （NJKF理心塾）
第24試合

11:21~11:24 ジュニアＣ 32kg契約 1分2R
馬場一幸 ばんばいっさ(NO NAME)
川内心尊 かわうちじゅんと(理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ)★2
第25試合 11:24~11:28 ジュニアＣ -40kg 1分2R
上總琥太朗 かずさこたろう(T.B.NATION)★1
中森玲音 なかもりれおん(NJKF理心塾)

第26試合

11:28~11:32 ジュニアＣ
無し

-40kg 1分2R

第27試合 11:32~11:36 ジュニアＣ -30kg 1分2R
中野銀仁 なかのぎんじ(reliable リライアブル）
川内心義 かわうちむねよし（理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ）
第28試合 11:36~11:40 ジュニアＣ -25kg 1分2R
鈴木空蕾 すずきたから (NO NAME)
酒井優心 さかいゆうあ(ロイヤルキングス)★2
第29試合 11:40~11:44 ジュニアＣ 41kg契約 1分2R
諌山魁羅 いさやまがいり（チームスフィーダ）★2
徳永達樹 とくながたつき(NJKF理心塾)

第30試合 11:44~11:48 ジュニアＣ -40kg 1分2R
松本海翔 まつもとはると(正道会館)
上總琥太朗 かずさこたろう(T.B.NATION)★2
第31試合 11:48~11:53 ジュニアＢ -20kg 1分半2R
紀之定ののか きのさだののか (BLACK☆Ｊｒ)★2
柴田綾芽 しばたあやめ（楠誠会館）
第32試合 11:53~11:57 ジュニアＢ -40kg 1分半2R
藤立悠真 ふじたてかずま (T.B.NATION)★1
河田吏颯 かわたつかさ（多田ジム）
第33試合 11:57~12:01 ジュニアＢ -25kg 1分半2R
谷村泰生 たにむらたいせい (ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
中森琉海 なかもりるきあ (NJKF理心塾)
第34試合 12:01~12:05 ジュニアＢ -30kg 1分半2R
伊藤展一朗 いとうてんいちろう (烈士会館)
小林慶兜 こばやしけいと (NO NAME)

第35試合 12:05~12:09 ジュニアＢ -30kg 1分半2R
伊藤晴喜 いとうはるき (T.B.NATION)★１
中井美慶 なかいみのり (NO NAME)
第36試合 12:09~12:13 ジュニアＢ -30kg 1分半2R
大出慶心 おおでけいしん (チームスフィーダ)★１
勝部寛大 かつべひろと (真門 ｔｅａｍ Sol)
第37試合 12:13~12:18 ジュニアＢ -35kg 1分半2R
藤立悠真 ふじたてかずま (T.B.NATION)★2
藤村悠磨 ふじむらゆうま (BLACK☆Ｊｒ)
第38試合 12:18~12:22 ジュニアＢ -35kg 1分半2R
山崎海來 やまさきかいら（真門 ｔｅａｍ Sol)
高木礼司 たかぎれいじ (ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)★１
第39試合 12:22~12:26 ジュニアＢ -35kg 1分半2R
甲斐愁人 かいしゅうと (真門 ｔｅａｍ Sol)
井下楓奈 いのしたふうな（BLACK☆Ｊｒ)
第40試合 12:26~12:30 ジュニアC 56kg超 1分2R
吉田颯介 よしだそうすけ (MAD CRIB GYM)
田畑 天馬 たばたてんま(T.B.NATION)
第41試合 12:30~12:34 ジュニアＢ -30kg 1分半2R
伊藤晴喜 いとうはるき (T.B.NATION)★2
常正尋 つねまさひろ (理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ)

第42試合 12:34~12:38 ジュニアＢ -30kg 1分半2R
大出慶心 おおでけいしん (チームスフィーダ)★２
堤鈴 つつみりん
(月心会チーム侍)
第43試合 12:38~12:43 ジュニアＢ -35kg 1分2R
井下優心 いのしたゆうみ(BLACK☆Ｊｒ)
高木礼司 たかぎれいじ (ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)★１
第44試合 12:43~12:49 ジュニアＢ 46kg契約 1分半2R
大出優心 おおでゆうしん(チームスフィーダ)★２
橋本拓実 はしもとたくみ(月心会チーム侍)
第45試合 12:49~12:55 ジュニアＡ -25kg 2分2R
上總蓮介 かずされんすけ(T.B.NATION)★2
木下葉羽夏 きのしたようか（BLACK☆Ｊｒ)
第46試合 12:55~13:01 ジュニアＡ
抽選①

-30kg 2分2R

第47試合

-30kg 2分2R

13:01~13:07 ジュニアA
抽選②

第48試合 13:07~13:13 ジュニアA -45kg 2分2R
松尾龍也 まつおたつや(月心会チーム侍)
矢追友唯 やおいゆい(T.B.NATION)★１

第49試合

13:13~13:19 ジュニアＡ
抽選①

-35kg 2分2R

第50試合

13:19~13:25 ジュニアＡ
抽選②

-35kg 2分2R

第51試合

13:25~13:31 ジュニアＡ
抽選③

-35kg 2分2R

第52試合

13:31~13:37 ジュニアＡ
抽選④

-35kg 2分2R

第53試合

13:37~13:43 ジュニアＡ
抽選①

-40kg 2分2R

第54試合

13:43~13:49 ジュニアＡ
抽選②

-40kg 2分2R

第55試合

第56試合

13:49~13:55 ジュニア
抽選③
13:55~14:01 ジュニアＡ
抽選①

-40kg 2分2R

-45kg 2分2R

第57試合 14:01~14:07 ジュニアＡ -45kg 2分2R
小谷進之介 こたにしんのすけ(月心会チーム侍)
矢追友唯 やおいゆい(T.B.NATION)★2

第58試合

14:07~14:13 ジュニアＡ
抽選①

-50kg 2分2R

第59試合

14:13~14:19 ジュニアＡ
抽選②

-50kg 2分2R

第60試合

14:19~14:25 ジュニアＡ
抽選③

-50kg 2分2R

第61試合 14:25~14:31 ジュニアＡ -55kg 2分2R
井下若葉 いのしたわかば(BLACK☆Ｊｒ)
山田愛良 やまだあいら(BLACK☆Ｊｒ)
第62試合 14:31~14:37 ジュニアＡ -55kg 2分2R
無し
第63試合 14:37~14:43 一般Ｂ -65kg 2分2R
光井泰地 みついたいち(理心塾ＫｓＧＹＭ)★１
吉川諒 きっかわりょう(正道会館)
第64試合 14:43~14:47 一般Ｄ -60kg 1分2R
勇元将幸 ゆうもとまさゆき(ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム)
中田純貴 なかたじゅんき (月心会チーム侍)★１
第65試合 14:47~14:51 一般Ｄ -65kg 1分2R
原慎一郎 はらしんいちろう(ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム)
田畑飛馬 たばたひゅうま(T.B.NATION)★１

第66試合 14:51~14:55 一般Ｄ -65kg 1分2R
丹羽隆文 にわたかふみ(チームスフィーダ)
ブロリー畑貴登 はたたかと(ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場)
第67試合 14:55~14:59 一般Ｄ 75kg超 1分2R
久保田寛 くぼたひろし(T.B.NATION)
社寝 シャネル（大阪政拳会）
第68試合 14:59~15:03 一般Ｃ -60kg 1分2R
稲沢弘成 いなざわひろなり (ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム)
中田純貴 なかたじゅんき (月心会チーム侍)★2
第69試合 15:03~15:07 一般Ｃ -70kg 1分2R
金丸清隆 かなまるきよたか(ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム)
今井裕麻 いまいゆうま (拳塾)
第70試合 15:07~15:11 一般Ｄ -65kg １分2Ｒ
大山陽己 おおやまはるき（フリー）
田畑飛馬 たばたひゅうま（T.B.NATION）★2
第71試合 15:11~15:17 一般Ｂ -50kg 2分2R
秋山克也 あきやまかつや(拳塾)
大槻心斗 おおつきしんと（T.B.NATION）
第72試合 15:17~15:23 一般Ｂ -60ｋｇ 2分2R
溝内響介 みぞうちきょうすけ(理心塾ＫｓＧＹＭ)
堀本 晴天 ほりもとはるたか(魁塾 中川道場）

第73試合 15:23~15:29 一般Ｂ -65kg 2分2R
光井泰地 みついたいち(理心塾ＫｓＧＹＭ)★2
木原悠雄 きはらゆう( 無名塾)
第74試合 15:29~15:37 一般Ａ -45kg 3分2R
吉崎七海 よしざきななみ(BLACK☆Ｊｒ)
重村希海 しげむらのぞみ(真門伊藤道場)
第75試合 15:37~15:45 一般Ａ 55kg 3分2R
紀之定悠 きのさだはるか（BLACK☆Ｊｒ）
石崎陽助 いしざきようすけ（コブラ会）
第76試合 15:45~16:53 一般Ａ 55kg 3分2R
山口真宙 やまぐちまひろ(月心会チーム侍)
城市寿仁亜

じょういちじゅにあ（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場）

第77試合 15:53~16:01 一般Ａ 55kg
3分2R
小佐古直美 こさこなおみ(月心会ラスカルジム)
調整中
第78試合 16:01~16:09 一般Ａ 65kg 3分2R
岡村雄紀 おかむらゆうき(テツジム関西)
伊藤龍翔 いとうたつと（BLACK☆Ｊｒ）

