
パラエストラ東大阪所　属 千空館 　Bクラス -55ｋｇ 14oz 所　属

保良晴之助　やすらはるのすけ

nine　plus　lab.

　Dクラス

SFKキックボクシングジム

選手名 朝倉悠人　あさくらゆうと☆2 11 試合目 10:55 選手名 秦秀憲　はたひでのり

所　属 KOKUSHIGYM 　Cクラス -70ｋｇ 14oz 所　属

テツジム関西

選手名 大古涼太　おおこりょうた 10 試合目 10:51 選手名 森本愛斗　もりもとあいと

所　属 フリー 　Cクラス -65ｋｇ 14oz 所　属

選手名 山本涼太郎　やまもとりょうたろう 9 試合目 10:47 選手名 大利一真　おおりかずま

所　属 所　属

NKジム

選手名 8 試合目 無し 選手名

所　属 STYLE 　Cクラス -55ｋｇ 14oz 所　属

　Aクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属

選手名 中村紗彩　なかむらさあや 6 試合目 10:35 選手名 井本あいこ

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Aクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属

増井貴一

所　属 B＆Joy 75超級 14oz 所　属

大原道場

選手名 田中真聖　たなかまさとし 3 試合目 10:23 選手名 中村有希　なかむらゆうき

所　属

SFKキックボクシングジム

選手名 近藤仁哉　こんどうじんや 7 試合目 10:39 選手名 熊野敦　くまのあつし☆1

所　属 VICTORY GYM 　Cクラス -50ｋｇ 12oz 所　属

赤コーナー 青コーナー

B面リング（会場出入口側）

T・Y・T・ムエタイジム

選手名 安部篤輝　あべあつき 5 試合目 10:30 選手名

所　属 フリー 　Dクラス75超級 14oz 所　属

一般A～D
選手名 中道龍生　なかみちりゅうき 1 試合目 10:15 選手名 佐藤ひろと　さとうひろと

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 徳山智文　とくやまともふみ 4 試合目 10:27 選手名

nine　plus　lab.

選手名 安枝唯斗　やすえだゆいと☆１ 2 試合目 10:19 選手名 信井鷹志　のぶいたかし

所　属 STYLE 　Dクラス -70ｋｇ 14oz 所　属

若獅子会館TEAM　MATSUBARA



龍生塾所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属

選手名 高柳仁悠　たかやなぎじんゆう☆1 22 試合目 12:00 選手名 有村元貴　ありむらげんき

煌士館　TREAM　KSK所　属 G.O.Dジム 　Ａクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

　Ａクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 髙橋柊斗　たかはししゅうと 21 試合目 11:55 選手名 大西闘夢　おおにしとうむ

所　属 KIWAMI　KICK BOXING　TEAM 　Ａクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

Team 男塾

選手名 檜田昊我　ひのきだこうが 20 試合目 11:50 選手名 紀之定ののか　きのさだののか

所　属 フリー 　Ａクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

Jr　Aクラス

選手名 脇園明日翔　わきぞのあすと 17 試合目 11:35 選手名 香月來翔　かつきらいと

Team 男塾

選手名 井田美守里　いだみもり 19 試合目 11:45 選手名 須々田蓮　すすだれん

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Ａクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

Kick Boxing Gym RME

選手名 菅岡一心　すがおかいっしん 18 試合目 11:40 選手名 玉田宙也　たまだひろや

所　属 魁塾　中川道場

SFKキックボクシングジム所　属 二刃会　 　Aクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属

一般表彰式

選手名 小平京寿　こひらきょうじ☆1 16 試合目 11:30 選手名 松田大虎　まつだたいが

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Aクラス

SFKキックボクシングジム

選手名 島田修作　しまだしゅうさく 15 試合目 11:18 選手名 井川祥汰　いかわしょうた

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Aクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属

SFKキックボクシングジム

選手名 伊藤瑠哉　いとうるきや 14 試合目 11:12 選手名 濱﨑玲王也　はまさきれおや

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Aクラス -55ｋｇ 14oz 所　属

パラエストラ東大阪

選手名 安枝唯斗　やすえだゆいと☆2 13 試合目 11:05 選手名 三浦海人　みうらかいと

所　属 ハリケーンジム 　Bクラス -65ｋｇ 14oz 所　属

選手名 吉岡由樹 12 試合目 11:00 選手名 山口丈瑠　やまぐちたける

 -40ｋｇ 12oz 所　属 大原道場



服部川GC所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  -50ｋｇ 12oz 所　属

Jr　Aクラス表彰式

２０分休憩

選手名 山中涼惺　やまなかりょうせい☆2 33 試合目 12:55 選手名 太田優　おおたゆう

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  58ｋｇ契約 14oz 所　属

team act

選手名 高柳仁悠　たかやなぎじんゆう☆2 30 試合目 12:40 選手名 小寺澤唯人　こてらさわゆいと

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Ａクラス  -55ｋｇ 12oz 所　属

ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 井下楓奈　いのしたふうな 32 試合目 12:50 選手名 奥田愛來　おくだあいら☆1

所　属 ＦＦＴ 　Ａクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属

選手名 鹿島海成　かしまかいせい 31 試合目 12:45 選手名 井川閑貴　いかわしずき

ＳＦＫキックボクシングジム

ＳＦＫキックボクシングジム

12:30 選手名 古川知潤　ふるかわともひろ

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Ａクラス  -45ｋｇ

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Ａクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 中野銀仁　なかのぎんじ 29 試合目 12:35 選手名 西下万次郎　にししたまんじろう

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Ａクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

ハリケーンジム

選手名 山田征輝　やまだしょうき 28 試合目

12oz 所　属

VICTORY GYM

選手名 伊藤瑛大郎　いとうえいたろう 27 試合目 12:25 選手名 吉岡侑哩

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

米子ジム

選手名 柳浦謙心　やなぎうらけんしん 26 試合目 12:20 選手名 横溝太也　よこみぞだいや

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

総合格闘技道場　reliable　

選手名 山下洸貴　やましたこうき 25 試合目 12:15 選手名 多田翔真　ただしょうま

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス  -50ｋｇ 14oz 所　属

KOKUSHIGYM

選手名 山中涼惺　やまなかりょうせい☆1 24 試合目 12:10 選手名 小嵐翔真　こあらししょうま

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Ａクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

選手名 小平京寿　こひらきょうじ☆2 23 試合目 12:05 選手名 古小路逸希　こしょうじいつき



所　属 　 　 　　 　 所　属

Jr　Dクラス表彰式

選手名 　 42 試合目 　無し 選手名 　

所　属 RKS顕修塾 　Dクラス  -50ｋｇ 14oz 所　属

選手名 田中凛空　たなかりく 44 試合目 14:15 選手名 土家心優　つちやしゅう

　

W-BEAST-GYM所　属 WORLD　TREE　GYM 　Dクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

surpass

選手名 浦上大珠　うらがみたいじゅ 41 試合目 14:03 選手名 和中澪愛　わなかれいあ

所　属 猛者連八幡支部キクリンジム 　Dクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

MFC守口ジム

選手名 油井天夢　ゆいてんむ 40 試合目 13:59 選手名 民部蓮斗　みんぶれんと

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Dクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

MFC守口ジム

選手名 山口莉愛奈　やまぐちりあな 39 試合目 13:55 選手名 中辻紗優　なかつじさゆ

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

大原道場

選手名 小林葡維　こばやしぶい 38 試合目 13:51 選手名 中村星奏　なかむらせな

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

テツジム関西

選手名 塩野姫愛　しおのひな 37 試合目 13:47 選手名 清水蒼大　しみずそうた

所　属 Reborn Kickboxing gym 　Dクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

surpass

選手名 廣谷翼希　ひろたにたすき 36 試合目 13:43 選手名 仲嶺蘭　なかみねらん

所　属 RKS顕修塾 　Dクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

大原道場

選手名 秋山栞大　あきやまかんだい 35 試合目 13:39 選手名 北條廉翔　ほうじょうれんと

所　属 RKS顕修塾 　Dクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属

選手名 太田愛琉　おおたあいる 34 試合目 13:35 選手名 土家大和　つちややまと

Jr　Dクラス

所　属12oz -35ｋｇ　CクラスＳＦＫキックボクシングジム所　属 surpass

髙村豪　たかむらごう☆1選手名14:11試合目43萩原海斗　はぎわらかいと選手名

大原道場



surpass所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

ＦＦＴ

選手名 有田悠聖　ありたゆうせい 56 試合目 15:29 選手名 中村理玖　なかむらりく

所　属 武拳会 　Cクラス  56超級 14oz 所　属

TEAM S-joint

選手名 島良心　しまりしん☆1 55 試合目 15:25 選手名 多田愛輝　ただあいき

所　属 テツジム関西 　Cクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

12oz 所　属

team act

選手名 芦塚伊織　あしづかいおり 54 試合目 15:21 選手名 里見魁　さとみかい

所　属 テツジム関西 　Cクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

Reborn Kickboxing gym

選手名 山崎一生　やまさきいっせい 53 試合目 15:17 選手名 栃岡愉唯斗　とちおかゆいと

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

所　属 BLOW　GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属

武拳会

選手名 宮北結叶　みやきたゆうと 52 試合目 15:13 選手名 金子大虎　かねこたいが

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 東凜々愛　あずまりりあ 51 試合目 15:09 選手名 島優妃　しまゆうひ

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -40ｋｇ

試合目 14:53 選手名 岡田悠護　おかだゆうご

所　属 NKジム 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属

武拳会

選手名 向田瑞基　むこうだみずき☆1 50 試合目 15:05 選手名 井下樹　いのしたいつき

所　属 KIWAMI　KICK BOXING　TEAM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属

team act

選手名 檜田颯　ひのきだはやて 49 試合目 15:01 選手名 中尾広斗　なかおひろと

選手名 　 45 試合目 　無し 選手名 　

surpass

選手名 大野力翔　おおのりきと 48 試合目 14:57 選手名 栃岡羽來人　とちおかわくと

所　属 VICTORY GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属

surpass

選手名 太田秦希　おおたかなき 47

　 所　属

Jr　Cクラス

　

選手名 児島莉琥　こじまりく 46 試合目 14:49 選手名 髙村豪　たかむらごう☆2

所　属 　 　 　



　龍生塾所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属

選手名 向井勇人　むかいはやと 68 試合目 16:40 選手名 久保心花　くぼこはな

所　属 武拳会 　Cクラス  56超級 14oz 所　属

16:35 選手名 高井優翔　たかいゆうと

所　属 KOKUSHIGYM 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 Team 男塾

surpass

選手名 島良心　しまりしん☆2 67 試合目 16:05 選手名 平瀬玲太　ひらせれいた

所　属 Reborn Kickboxing gym 　Cクラス  56超級 14oz 所　属

選手名 西野虎太郎　にしのこたろう 67.5 試合目

ＦＦＴ

大原道場

選手名 金子隆樹　かねこりゅうき 64 試合目 16:01 選手名 小倉莉希斗　おぐらりきと

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

team act

選手名 向田瑞基　むこうだみずき☆2 63 試合目 15:57 選手名 久安憂星　ひさやすゆうせい

所　属 KOKUSHIGYM 　Cクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属

大阪キック　T.B.NATION

選手名 石田春道　いしだはるみち 62 試合目 15:53 選手名 白川福人　しらかわふくと

所　属 　龍生塾 　Cクラス  -50ｋｇ 14oz 所　属

大阪キック　T.B.NATION

選手名 久保幸芽　くぼこうが 61 試合目 15:49 選手名 富永礼音　とみながれおん

所　属 NKジム 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

team act

選手名 酒井珀虎　さかいはくと 60 試合目 15:45 選手名 小作博翔　こさくひろと

所　属 W-BEAST-GYM 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

Reborn Kickboxing gym

選手名 井ノ川礼凰　いのがわれお 59 試合目 15:41 選手名 奥田愛來　おくだあいら

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

大原道場

選手名 岡田龍ノ佑　おかだりゅうのすけ 58 試合目 15:37 選手名 岸田龍成　きしだたつなり

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

選手名 萩原陸斗　はぎわらりくと 57 試合目 15:33 選手名 中西楓峨　なかにしふうが

Jr　Cクラス表彰式

Jr　Bクラス



選手名 増田郁斗　ますだいくと 74 試合目 17:10 選手名 安藤王希　あんどうおうき

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Bクラス  -50ｋｇ 12oz 所　属

大原道場

選手名 本岡佑斗　もとおかゆうと 73 試合目 17:05 選手名 赤松貫太郎　あかまつかんたろう

所　属 心将塾キックボクシングジム 　Bクラス 47契約 12oz 所　属

　龍生塾

Jr　Bクラス表彰式

ＳＦＫキックボクシングジム所　属 フリー 　Bクラス  -30ｋｇ 12oz 所　属

TEAM　ACT

選手名 永富悠希斗　ながとみゆきと 75 試合目 17:15 選手名 大石透聖　おおいしとあ

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Bクラス  -50ｋｇ 12oz 所　属

テツジム関西

選手名 下永田虎太郎　しもながたこたろう 72 試合目 17:00 選手名 髙橋一慶　たかはしいっけい

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Bクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

W-BEAST-GYM

選手名 金谷桃愛　かなやもあ 71 試合目 16:55 選手名 中尾翔真　なかおしょうま

所　属 KOKUSHIGYM 　Bクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属

G.O.Dジム

選手名 鎌野羽音　かまのはのん 70 試合目 16:50 選手名 平野樹大　ひらのまひろ

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Bクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属

選手名 多賀伊吹　たがいぶき 69 試合目 16:45 選手名 中嶋姫羽　なかじまきはね


