
赤コーナー 青コーナー

タイトルマッチ
選手名 小平京寿　こひらきょうじ  -35ｇ王者決定戦 9:00 選手名 河野文太　こうのぶんた

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA Jr  -35ｋｇ 12oz 所　属 直心会

選手名 山﨑愛琉　やまさきあみる  -40ｋｇ王者決定戦 9:20 選手名 杉岡集　すぎおかあつむ

所　属 拳心會館 Jr  -40ｋｇ 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 石田大和　いしだやまと  -50ｋｇ王者決定戦 9:40 選手名 國元楓磨　くにもとふうま

所　属 拳心會館 Jr  -50ｋｇ 14oz 所　属 大阪政拳会

選手名 北珠緯　きたしゅい  -60ｋｇ王者決定戦 10:00 選手名 阿部篤輝　あべあつき

所　属 千空館 一般  -60ｋｇ 14oz 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

お客さん入れ替え
ルールミーティング

一般クラスワンマッチ試合開始
選手名 山本麗央　やまもとれお 1 試合目 10:45 選手名 清水彰弥　しみずしょうや

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 山口悟　やまぐちさとる 2 試合目 10:49 選手名 古江純平　ふるえじゅんぺい

所　属 K1ジム心斎橋 　Cクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 two rabbit

選手名 HARRASS　DRISS　はらすどりす 3 試合目 10:53 選手名 川代大地　かわしろだいち

所　属 藤野塾 　Dクラス  -65ｋｇ 14oz 所　属 two rabbit

選手名 雄鹿新太郎　おいがしんたろう 4 試合目 10:57 選手名 松永哲至　まつながてつじ

所　属 誠流塾 　Dクラス  -65ｋｇ 14oz 所　属 two rabbit

選手名 阪口倫造　さかぐちみちぞう 5 試合目 11:01 選手名 金元進　きむうぉんじん

所　属 誠流塾 　Dクラス  -65ｋｇ 14oz 所　属 T・Y・Tムエタイジム

選手名 西川拓海　にしかわたくみ 6 試合目 11:05 選手名 植田隼人　うえだはやと

所　属 GROOVY 　Dクラス  -65ｋｇ 14oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 山本拓海　やまもとたくみ 7 試合目 11:09 選手名 石井力斗　いしいりきと

所　属 K1ジム心斎橋 　Cクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 武拳会

選手名 三宅直人　みやけなおと 8 試合目 11:13 選手名 森陽都　もりはると

所　属 K1ジム心斎橋 　Cクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 TAD



選手名 関太一朗　せきたいちろう 9 試合目 11:17 選手名 西岡礼温　にしおかれおん

所　属 STYLE 　Cクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 松永直樹　まつながなおき 10 試合目 11:21 選手名 村上真太郎　むらかみしんたろう

所　属 K1ジム心斎橋 　Cクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 NKジム

選手名 馬渕瞬　まぶちしゅん 11 試合目 11:25 選手名 丹埜橘平

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

選手名 石川樹音　いしかわじゅのん 12 試合目 11:29 選手名 内山翔吾　うちやましょうご

所　属 藤野塾 　Cクラス  -65ｋｇ 14oz 所　属 ８８８GYM

選手名 北俊亮　きたしゅんすけ 13 試合目 11:33 選手名 宮城健太　みやぎけんた

所　属 千空館 　Bクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 PLACE-K

選手名 西影昌大　にしかげまさひろ 14 試合目 11:38 選手名 柴田瑛大

所　属 総合格闘技道場　華王州 　Bクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 闘遊塾

選手名 幸岡太陽　こうおかたいよう 15 試合目 11:43 選手名 モーリスケン

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Bクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 ナインプラス

選手名
試合なし

16 試合目 11:48 選手名
試合なし

所　属 所　属

選手名 横山大翔　よこやまひろと 17 試合目 11:53 選手名 安枝唯斗　やすえだゆいと

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

選手名 濱田海　はまだうな 18 試合目 11:59 選手名 赤澤優芽　あかざわゆめ

所　属 ＴＩＡ辻道場 　Ａクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 ＦＦＴ

一般クラス表彰式

ジュニアクラス



選手名 高井優翔　たかいゆうと☆１ 19 試合目 12:25 選手名 田中颯　たなかそう

所　属 Team 男塾 　Ａクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 島田銀次　しまだぎんじ☆１ 20 試合目 12:30 選手名 菅岡一心　すがおかいっしん

所　属 拳心會館 　Ａクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 山田征輝　やまだしょうき 21 試合目 12:35 選手名 須々田蓮　すすだれん

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Ａクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 TEAM男塾

選手名 玉田宙也 22 試合目 12:40 選手名 紀之定ののか　きのさだののか

所　属 TEAM男塾 　Ａクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 田中慶　たなかけい 23 試合目 12:45 選手名 脇園明日翔　わきぞのあすと

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Ａクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 柳浦謙心　やなぎうらけんしん☆１ 24 試合目 12:50 選手名 中野銀仁　なかのぎんじ

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　

２０分休憩
選手名 高井優翔　たかいゆうと☆2 25 試合目 13:15 選手名 安枝斗真　やすえだとうま

所　属 Team 男塾 　Ａクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 本田歩夢　ほんだあむ 26 試合目 13:20 選手名 島田銀次　しまだぎんじ☆2

所　属 直心会 　Ａクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 拳心會館

選手名 小平楓寿　こひらふうじ☆１ 27 試合目 13:25 選手名 西野陽丸　にしのひまる

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

選手名 島田晋作　しまだしんさく 28 試合目 13:30 選手名 古小路逸希　こしょうじいつき

所　属 二刃会　北野ジム 　Aクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 伊藤瑛大郎　いとうえいたろう 29 試合目 13:35 選手名 志水唱乃介　しみずうたのすけ

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Aクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 魁塾　中川道場

選手名 山下榮斗　やましたえいと 30 試合目 13:40 選手名 中島瑠花　なかじまるか

所　属 LION　GYM 　Aクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 井田美守里　いだみもり 31 試合目 13:45 選手名 山下洸貴　やましたこうき

所　属 直心会 　Aクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 寝屋川ジム



選手名 市南寛太 いちみなみかんた 32 試合目 13:50 選手名 中島凌駕　なかじまりょうが

所　属 直心会 　Aクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 柳浦謙心　やなぎうらけんしん☆2 33 試合目 13:55 選手名 小林慶兜　こばやしけいと

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

選手名 小平楓寿　こひらふうじ☆2 34 試合目 14:00 選手名 山口らいと　やまぐちらいと

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

選手名 永野太稀　ながのたいき 35 試合目 14:05 選手名 中井りあな

所　属 修和館 　Aクラス  -50ｋｇ 14oz 所　属 ＴＯＫＥＮ　ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ

選手名 山路樹唯斗　やまじじゅいと 36 試合目 14:10 選手名 服部大和　はっとりやまと

所　属 寝屋川ジム 　Dクラス  -20ｋｇ 8oz 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 松本宗一郎　まつもとそういちろう 37 試合目 14:14 選手名 廣田莉美斗　ひろたりひと

所　属 パラエストラ森ノ宮 　Dクラス  -20ｋｇ 8oz 所　属 NKジム

選手名 枡田光咲弥　ますだあさひ 38 試合目 14:18 選手名 田中香望　たなかかの

所　属 team　YAMATO 　Dクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 塩村星絆　しおむらせな 39 試合目 14:22 選手名 伊藤駿毅　いとうしゅんき

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 檜田優陽　ひのきだゆうひ 40 試合目 14:26 選手名 山本大地　やまもとだいち

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 拳正会　武修館

選手名 道幸心義　どうこうしんぎ 41 試合目 14:30 選手名 谷川結香　たにがわゆいか

所　属 KOKUSHIGYM 　Dクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 W-BEAST-GYM

選手名 檜田颯　ひのだはやて 42 試合目 14:34 選手名 山口浬　やまぐちかいり

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 パラエストラ森ノ宮

選手名 中島凰花　なかじまおうか 43 試合目 14:38 選手名 木村凛乃介　きむらりんのすけ

所　属 X-PLOSION GYM 　Dクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 拳正会　武修館

選手名 井下樹　いのしたいつき 44 試合目 14:42 選手名 寺田にいな　てらだにいな

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM 　Dクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 内田莉緒音　うちだりあね 45 試合目 14:46 選手名 寺田大和　てらだやまと

所　属 X-PLOSION GYM 　Dクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 ＴＩＡ辻道場

選手名 山元瑞生　やまもとみずき 46 試合目 14:50 選手名 山口嵐　やまぐちらん

所　属 OSC 　Dクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 パラエストラ森ノ宮



選手名 島優妃　しまゆうひ 47 試合目 14:54 選手名 西森美波　にしもりみなみ

所　属 武拳会 　Dクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 team　YAMATO

選手名 児嶋琉煌　こじまるきあ 48 試合目 14:58 選手名 丸谷快輝　まるたにかいき

所　属 パラエストラ森ノ宮 　Dクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 千空館

選手名 内田心音　うちだここね 49 試合目 15:02 選手名 當麻綺羅　とうまきら

所　属 X-PLOSION GYM 　Dクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 武拳会

選手名 小林葡維　こばやしぶい 50 試合目 15:06 選手名 生方優亜　うぶかたゆうあ

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属 若獅子会館東住吉支部

選手名 内村悠誠　うちむらゆうせい 51 試合目 15:10 選手名 福原隆之助　ふくはらりゅうのすけ

所　属 PLACE-K 　Dクラス 56超級 14oz 所　属 直心会

選手名 小林織都　こばやしりと 52 試合目 15:14 選手名 近藤虎祥　こんどうたいしょう

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -20ｋｇ 8oz 所　属 team　YAMATO

選手名 七津角蘭　ななつかどらん 53 試合目 15:18 選手名 城野銀獅　じょうのぎんじ

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 Blaze

選手名 橋本珠生　はしもとしゅう 54 試合目 15:22 選手名 城野來夢　じょうのらいむ

所　属 team　YAMATO 　Cクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 Blaze

選手名 伊藤験　いとうげん 55 試合目 15:26 選手名 長野瑚冬　ながのこと

所　属 ＴＩＡ辻道場 　Cクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 西沢麗叶　にしざわらいと　 56 試合目 15:30 選手名 前碧斗　まえあおと

所　属 Team 男塾 　Cクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 総合格闘技道場　reliable　

選手名 秋山琉音斗　あきやまるいと 57 試合目 15:34 選手名 西野朔太郎　にしのさくたろう

所　属 レッドタイガージム 　Cクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 日野弥太郎　ひのやたろう 58 試合目 15:38 選手名 西川莉輝　にしかわりき

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 香月愛來　かつきめい 59 試合目 15:42 選手名 大宅瀧心　おおやそうしん

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 川端愛輝　かわばたあいき 60 試合目 15:46 選手名 中村凛太郎　なかむらりんたろう

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM



選手名 古里龍哉　ふるさとたつや 61 試合目 15:50 選手名 藤井漣　ふじいれん

所　属 若獅子会館東住吉支部 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 真狩莉央　まかりりお 62 試合目 15:54 選手名 南望愛　みなみのあ

所　属 X-PLOSION GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 黒川蒼太郎　くろかわそうたろう 63 試合目 15:58 選手名 東浦翔　ひがしうらしょう

所　属 W-BEAST-GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 川崎海武　かわさきかいむ 64 試合目 16:02 選手名 築田誠也　ちくだせいや

所　属 W-BEAST-GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 team　YAMATO

選手名 石井幸汰郎　いしいこたろう 65 試合目 16:06 選手名 小川蓮十　おがわれんと

所　属 W-BEAST-GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 NKジム

選手名 北本丈　きたもとじょう 66 試合目 16:10 選手名 源俐空　みなもとりく

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

選手名 檜田晃我　ひのきだこうが 67 試合目 16:14 選手名 古川知潤　ふるかわともひろ

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 富永礼音　とみながれおん 68 試合目 16:18 選手名 小作博翔　こはくひろと

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属 服部川GC

選手名 亀山凌馬　かめやまりょうま 69 試合目 16:22 選手名 安川雪之丞　やすかわゆきのじょう

所　属 東大阪キックボクシング 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属 MFC針中野ジム

選手名 上村寵維　うえむらるい 70 試合目 16:26 選手名 本岡佑斗　もとおかゆうと

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Cクラス  -50ｋｇ 14oz 所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 高柳仁悠　たかやなぎじんゆう 71 試合目 16:30 選手名 島良心　しまりしん

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス -55kg級 14oz 所　属 武拳会

選手名 山田皇征　やまだおうせい 72 試合目 16:34 選手名 内谷澪　うちたにれいた

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Bクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 安川宗一郎　やすかわそういちろう 73 試合目 16:39 選手名 浅野蓮人　あさのれんと

所　属 MFC針中野ジム 　Bクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM



選手名 川上朔　かわかみさく 74 試合目 16:44 選手名 藤本一誠　ふじもといっせい

所　属 MFC針中野ジム 　Bクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 K1ジム心斎橋

選手名
試合なし

75 試合目 16:49 選手名
試合なし

所　属 所　属

選手名 石川瑛虎　いしかわえいと 76 試合目 16:54 選手名 高橋柊斗　たかはししゅうと

所　属 ＴＩＡ辻道場 　Bクラス 36kg契約 12oz 所　属 G.O.Dジム

選手名 谷田大夢　たにだとむ 77 試合目 16:59 選手名 西野虎太郎　にしのこたろう

所　属 K１ジム心斎橋 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 KOKUSHIGYM

選手名 田村幸寿　たむらこうじゅ 78 試合目 17:04 選手名 多賀伊吹　たがいぶき

所　属 OSC 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 川崎海空　かわさきみそら 79 試合目 17:09 選手名 吉田豪空　よしだごうあ

所　属 W-BEAST-GYM 　Bクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 富川圭悟　とみかわけいご 80 試合目 17:14 選手名 西村冠　にしむらかもん

所　属 K１ジム心斎橋 　Bクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 X-PLOSION GYM

選手名 土岐望来　ときみらい 81 試合目 17:19 選手名 永岡新士　ながおかあらし

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

選手名 太田優　おおたゆう 82 試合目 17:24 選手名 石田春道　いしだはるみち

所　属 服部川GC 　Bクラス  -50ｋｇ 14oz 所　属 KOKUSHIGYM

ジュニアクラス表彰式


