
赤コーナー 青コーナー

選手名 西原健雄　にしはらたけお 1 試合目 9:45 選手名 吉田誠　よしだまこと

所　属 フリー 14oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 2 試合目 9:49 選手名 伊藤瑠哉　いとうるきや

所　属 楠誠会館 14oz 所　属

選手名 北野ひなた　きたのひなた 3 試合目 9:53 選手名

所　属 楠誠会館 8oz 所　属 実戦空手道一円会館

選手名 幸岡太陽　こうおかたいよう 4 試合目 9:56 選手名 西川拓海　にしかわたくみ

所　属 14oz 所　属 GROOVY

選手名 抽選① 5 試合目 10:00 選手名 抽選①

所　属 12oz 所　属

選手名 抽選② 6 試合目 10:05 選手名 抽選②

所　属 12oz 所　属

選手名 抽選③ 7 試合目 10:10 選手名 抽選③

所　属 12oz 所　属

選手名 岡琉寿　おかるいき 8 試合目 10:15 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 9 試合目 10:20 選手名 新井真惺　あらいまさと

所　属 楠誠会館 14oz 所　属

選手名 紀之定ののか　きのさだののか 10 試合目 10:25 選手名

所　属 8oz 所　属 実戦空手道一円会館

選手名 田淵結翔　たぶちゆいと 11 試合目 10:30 選手名 小林織都　こばやしりと

所　属 8oz 所　属

選手名 抽選④ 12 試合目 10:34 選手名 抽選④

所　属 12oz 所　属

選手名 香月瑛來　かつきえいと 13 試合目 10:39 選手名 松永絆　まつながわく

所　属 8oz 所　属 若獅子会館東住吉支部

選手名 浅野蓮人　あさのれんと 14 試合目 10:43 選手名

所　属 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 今井丈一郎　いまいじょういちろう 15 試合目 10:47 選手名 井田雄紳　いだゆうしん

所　属 8oz 所　属 直心会

選手名 山崎愛琉　やまさきあみる 16 試合目 10:51 選手名 山下洸貴　やましたこうき

所　属 12oz 所　属 寝屋川ジム

一般Cクラス  -70ｋｇ

浦田陸翔　うらたりくと☆1

　Aクラス  -55ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

柳壮琉　やなぎそうる☆1

　Aクラス  -30ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 一般Dクラス  -60ｋｇ

　Aクラス  -40ｋｇ

　Aクラス  -40ｋｇ

　Aクラス  -40ｋｇ

　Aクラス  -50ｋｇ

浦田陸翔　うらたりくと☆2

　Aクラス  -55ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

柳壮琉　やなぎそうる☆2

BLACK☆Ｊｒ 　Aクラス  -30ｋｇ

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -20ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

　A クラス  -40ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -20ｋｇ

藤田海里　ふじたかいり☆1

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -25ｋｇ

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -25ｋｇ

NJKF拳心會館 　A クラス  -35ｋｇ



選手名 井下樹　いのしたいつき 17 試合目 10:56 選手名 中村和琥　なかむらわく

所　属 8oz 所　属

選手名 堀江優斗　ほりえゆうと 18 試合目 11:01 選手名 真狩莉央　まかりりお

所　属 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 向井勇人　むかいはやと 19 試合目 11:05 選手名 大宅瀧心　おおやそうしん

所　属 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 多賀伊吹　たがいぶき 20 試合目 11:09 選手名 小林葡維　こばやしぶい

所　属 12oz 所　属

選手名 21 試合目 11:13 選手名 内田心音　うちだここね

所　属 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 中村凛太郎　なかむらりんたろう 22 試合目 11:17 選手名

所　属 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 住吉姫奈乃　すみよしひなの 23 試合目 11:21 選手名 井下優心　いのしたゆうみ

所　属 12oz 所　属

選手名 東瀬戸新　ひがしせとねお 24 試合目 11:25 選手名 川添太貴　かわぞえたいき

所　属 14oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 25 試合目 11:29 選手名 福光陽希　ふくみつはるき

所　属 実戦空手道一円会館 14oz 所　属 R.S-GYM

選手名 26 試合目 11:33 選手名 森川凌牙　もりかわりょうが

所　属 14oz 所　属

選手名 吉井雷城　よしいらいき 27 試合目 11:37 選手名 秋山琉叶音　あきやまるいと

所　属 寝屋川ジム 8oz 所　属 レッドタイガージム

選手名 瀬川柚子心　せがわゆずな 28 試合目 11:41 選手名 松島秀兆　まつしまひでとき

所　属 寝屋川ジム 8oz 所　属

選手名 田淵大翔　たぶちひろと 29 試合目 11:45 選手名 七津角蘭　なつかどらん

所　属 8oz 所　属

選手名 奥村流星　おくむらりゅうせい 30 試合目 11:49 選手名

所　属 寝屋川ジム 8oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 31 試合目 11:53 選手名 中津直太郎　なかつなおたろう

所　属 12oz 所　属

選手名 玉田栄好　たまだえいす 32 試合目 11:57 選手名 柳聖琉　やなぎせいる

所　属 魁塾　中川道場 8oz 所　属 実戦空手道一円会館

BLACK☆Ｊｒ 　Dクラス  -30ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

STYLE学園 　Dクラス  -30ｋｇ

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -30ｋｇ

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -35ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

柳浦謙心　やなぎうらけんしん☆1

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -40ｋｇ

藤田海里　ふじたかいり☆2

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -25ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -45ｋｇ BLACK☆Ｊｒ

大阪キック　T.B.NATION 一般Dクラス 55 ｋｇ

徳森詠斗　とくりもえいと☆1

　Dクラス  -55ｋｇ

GABRIELLI　KAORI　SEKINE

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス 56超級 大阪キック　T.B.NATION

　Cクラス  -20ｋｇ

　Cクラス  -25ｋｇ STYLE学園

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

玉田好弥　たまだこうや☆1

　Cクラス  -25ｋｇ

柳浦謙心　やなぎうらけんしん☆2

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -40ｋｇ STYLE学園

　Cクラス  -30ｋｇ



選手名 吉田煌希　よしだこうき 33 試合目 12:01 選手名 香月來翔　かつきらいと

所　属 魁塾　中川道場 8oz 所　属

選手名 中林知也　なかばやしともや 34 試合目 12:05 選手名 吉田藍希　よしだあいき

所　属 12oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 田中慶　たなかけい 35 試合目 12:08 選手名

所　属 12oz 所　属 若獅子会館東住吉支部

選手名 上村寵維　うえむらるい 36 試合目 12:13 選手名 開星斗　ひらきそらと

所　属 12oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 鈴川拓矢　すずかわたくや 37 試合目 12:33 選手名 松崎亮磨　まつざきりょうま

所　属 武心會 14oz 所　属

選手名 中野銀仁　なかのぎんじ 38 試合目 選手名 長滝颯真　ながたきそうま

所　属 12oz 所　属

選手名 山田皇征　やまだおうせい 39 試合目 選手名

所　属 8oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 田中颯　たなかそう 40 試合目 選手名 宋凌成　そうりょうせい

所　属 8oz 所　属

選手名 41 試合目 選手名 高柳仁悠　たかやなぎじんゆう

所　属 実戦空手道一円会館 14oz 所　属

選手名 伊藤瑛大郎　いとうえいたろう 42 試合目 選手名

所　属 12oz 所　属 若獅子会館東住吉支部

ジュニアクラス表彰式

選手名 西根瑠壱　にしねるい 選手名 中野翔葵　なかのしょうえい 選手名 松永星那　まつながせな

所　属 K-STYLE 所　属 K-STYLE 所　属 若獅子会館東住吉支部

選手名 倉尾来夢　くらおらいむ 選手名 杉岡集　すぎおかあつむ 選手名 中島凌駕　なかじまりょうが

所　属 若獅子会館東住吉支部 所　属 X-PLOSION 所　属 X-PLOSION

選手名 八木槙己人　やぎまきと

所　属 楠誠会館

　Cクラス  -30ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

KICK－STYLE 　Cクラス  -35ｋｇ

加藤蓮大　かとうれんた☆1

総合格闘技道場　reliable　 　Bクラス  -35ｋｇ

総合格闘技道場　reliable　 　Cクラス  -45ｋｇ

20分休憩

一般Aクラス  -65ｋｇ 大阪キック　T.B.NATION

12：38

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

12：43 玉田好弥　たまだこうや☆2

総合格闘技道場　reliable　 　Bクラス  -25ｋｇ

12：48

総合格闘技道場　reliable　 　Bクラス  -30ｋｇ KICK－STYLE

徳森詠斗　とくりもえいと☆2 12：53

　Dクラス  54㎏契約 大阪キック　T.B.NATION

12：58 加藤蓮大　かとうれんた☆2

総合格闘技道場　reliable　 　Bクラス  -35ｋｇ

ジュニアAクラスエントリー選手



選手名 田畑夢歩　たばたゆめほ 43 試合目 13:18 選手名 福島麻里　ふくしままり

所　属 12oz 所　属 STYLE

選手名 酒井瑞樹　さかいみずき 44 試合目 13:22 選手名 岡崎泰士　おかざきたいし

所　属 14oz 所　属 R.S-GYM

選手名 45 試合目 13:26 選手名 古木葵　ふるきあおい

所　属 14oz 所　属 フリー

選手名 栗林睦之　くりばやしのぶゆき　　 46 試合目 13:30 選手名 古木颯　ふるきはやて

所　属 14oz 所　属 フリー

選手名 西村叶　にしむらかなう☆① 47 試合目 13:34 選手名 市場英知　いちばひでかず

所　属 X-PLOSION GYM 14oz 所　属

選手名 平石敏生　ひらいしとしき 48 試合目 13:38 選手名 島山義則　しまやまよしのり

所　属 14oz 所　属

選手名 丸林叶征　まるばやしかなと 49 試合目 13:42 選手名 松原峻　まつばらしゅん

所　属 武心會 14oz 所　属 フリー

選手名 TAKESHI 50 試合目 13:46 選手名 安藝真清　あきまさきよ

所　属 14oz 所　属 R.S-GYM

選手名 樋井柊人　ひのいしゅうと 51 試合目 選手名 小谷琢磨　こたにたくま

所　属 X-PLOSION GYM 14oz 所　属 R.S-GYM

選手名 西村叶　にしむらかなう☆② 52 試合目 選手名 平林宣俊　ひらばやしのぶとし

所　属 X-PLOSION GYM 14oz 所　属

選手名 梅谷祥耶　うめたによしや 53 試合目 選手名 上野宗一郎　うえのそういちろう

所　属 MAD CRIB GYM 14oz 所　属

選手名 小林大樹　こばやしだいき 54 試合目 選手名 紀之定篤哉　きのさだあつや

所　属 総合格闘技　龍生塾 14oz 所　属

選手名 大倉脩平　おおくらしゅうへい 55 試合目 選手名 松原聖也　まつばらせいや

所　属 14oz 所　属 創道塾

選手名 浪花泰河 56 試合目 選手名 橋本翔　はしもとかける

所　属 MFC 14oz 所　属 フリー

選手名 中山勝智　なかやまかつとも 57 試合目 選手名 迫飛河　さこひゅうが

所　属 14oz 所　属 FFT

一般クラス表彰式

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス 58ｋｇ契約

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -60ｋｇ

KIM　SUNG　MIN　きむそんみん

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -65ｋｇ

大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -65ｋｇ

　Dクラス  -70ｋｇ GGキックボクシングクラブ

GGキックボクシングクラブ 　Dクラス  -75ｋｇ BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

　Cクラス  -55ｋｇ

Shya7(シャナナ） 　Cクラス  -60ｋｇ

13：50

　Cクラス  -60ｋｇ

15：54

　Dクラス  -70ｋｇ GGキックボクシングクラブ

13：58

　Bクラス  -60ｋｇ KICK－STYLE

14：02

　A クラス  -55ｋｇ BLACK☆Ｊｒ

14：07

KICK－STYLE 　Bクラス  -60ｋｇ

14：13

　Cクラス  -55ｋｇ

14：18

GGキックボクシングクラブ 　A クラス 75超級


	対戦表

