
一般クラス

島村光来　しまむらみらい☆2

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Dクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

 -35ｋｇ 12oz 所　属 拳心會舘

タイトルマッチ

STYLE

関太一朗　せきたいちろう

武拳会

森陽都　もりはると

選手名

選手名

選手名

10:20

　Cクラス  -60ｋｇ 14oz

所　属

選手名

 -70ｋｇ 14oz 所　属 コブラ会イースト

STYLE

島村光来　しまむらみらい☆１

石井力斗　いしいりきと

試合目

前田海　まえだかい

所　属

4 試合目

選手名 伊藤瑠哉　いとうるきや

大阪キック　T.B.NATION

小野滉人　おのひろと

VICTORY GYM

5

西村悠聖　にしむらゆうせい

 -60ｋｇVICTORY GYM

10:16

　Dクラス

3 試合目 10:08

　Cクラス

　Dクラス

選手名 近藤仁哉　こんどうじんや 2 試合目 10:04

14oz -65ｋｇ

青コーナー

フリー 所　属

所　属

村本徹平　むらもとてっぺい

所　属

CTT

10:12 選手名 塚本龍斗　つかもとりゅうと

フリー 　Dクラス  -65ｋｇ 14oz 所　属

SFKキックボクシングジム

選手名

理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ14oz

選手名 岡部嘉輝　おかべよしき

所　属

選手名

所　属 14oz

選手名

選手名

TAD

試合目 10:36

　Bクラス

10

VICTORY GYM 　Cクラス

選手名 伏見和樹　ふしみかずき 8 試合目 10:28

赤コーナー

 -55ｋｇ 14oz 所　属

選手名

馬渕瞬　まぶちしゅん 9 試合目 10:32 選手名

10:00試合目1

所　属

タイトルマッチ
選手名 河野文太　こうのぶんた 9:30 選手名 島田銀次　しまだぎんじ

所　属 直心会

所　属

選手名 立石稜太郎　たていしりょうたろう

所　属 フリー 　Cクラス ７５超級 14oz 所　属 小浜道場

選手名 吉中大雅　よしなかたいが

所　属 STYLE 　Dクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 武拳会

試合目 10:24 選手名選手名 岡田伯　おかだはく 7

所　属

6 試合目

栗林睦之　くりばやしのぶゆき

所　属

選手名

村上雅哉　むらかみまさや

 -60ｋｇ



ジュニアクラス

所　属

22 試合目

総合格闘技道場　reliable　

選手名

所　属　Ａクラス  -35ｋｇ 12oz

 -35ｋｇ若獅子会館TEAM　MATSUBARA

8oz 直心会

選手名 中納祐介　なかのうゆうすけ 15 試合目

井田雄紳　いだゆうしん

一般表彰式

 -60ｋｇ 12oz ＦＦＴ　Bクラス所　属

奥野晃史　おくのあきふみ

SFKキックボクシングジム

田中颯　たなかそう

Team 男塾

試合目

選手名

選手名

所　属

選手名

所　属

所　属

選手名

総合格闘技道場　reliable　 所　属

菅岡一心　すがおかいっしん

　Ａクラス

MFC針中野ジム

川上朔　かわかみさく

田村勇心　たむらゆうしん

今井丈一郎　いまいじょういちろう☆１

選手名

選手名

所　属

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

田中慶　たなかけい

18

16

若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名

所　属

11:25試合目

所　属

所　属VICTORY GYM

 -30ｋｇ

安枝斗真　やすえだとうま

11:02 選手名

所　属 TBF 　Aクラス  -70ｋｇ 14oz

19

VICTORY GYM

10:46 選手名12 試合目赤嶺拓也　あかみねたくや

拳心會館

 -25ｋｇ

MFC針中野ジム

横溝千月　よこみぞせら選手名

11:55

　Ａクラス 12oz

　Ａクラス

W-BEAST-GYM

玉田宙也　たまだひろや

所　属 Team 男塾

選手名 石井幸汰郎　いしいこたろう☆１

11:40

8oz

8oz

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

試合目

　Ａクラス 12oz

選手名

選手名

選手名

選手名

所　属

選手名

11:50

佐伯大和　さえきやまと

21

所　属

選手名 三浦海人　みうらかいと 13 試合目 10:51 選手名

所　属 総合格闘技　龍生塾 　Aクラス  -65ｋｇ 14oz 所　属

11:30

　Ａクラス  -30ｋｇ

20 試合目 11:45

11:35

8oz

選手名

　Ａクラス

17 試合目

 -30ｋｇ

横溝羚　よこみぞれい☆１

中村朋仁　なかむらほうじん 14 試合目 10:57 選手名

 -35ｋｇ

紀之定ののか　きのさだののか

所　属

所　属

若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 足立康熙　あだちこうき 11 試合目 10:41 選手名 井川祥汰　いかわしょうた

所　属 拳心會館 　Bクラス  -60ｋｇ 14oz 所　属 SFKキックボクシングジム

児玉夢澪　こだまみれい

所　属 SFKキックボクシングジム 　Aクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

安部篤輝　あべあつき

出口源樹　でぐちげんき

所　属

試合目



 -50ｋｇ

選手名

所　属

選手名 柳浦謙心　やなぎうらけんしん

選手名

　Ａクラス

所　属

今井丈一郎　いまいじょういちろう☆１

所　属

29 試合目 12:30

所　属 VICTORY GYM 　Ｄクラス  -20ｋｇ 8oz 所　属

試合目

選手名

所　属

 -50ｋｇ 所　属

松本陽勇　まつもとひゆう 選手名12:35

ＳＦＫキックボクシングジム

Team 男塾

選手名 古小路逸希　こしょうじいつき☆１

KOKUSHI　GYM

12oz

28 試合目

選手名 小寺澤唯人　こてらさわゆいと☆１ 25 試合目 12:10 選手名 秋田虹芽　あきたおうが

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Ａクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 総合格闘技　志道場

12:15

 -40ｋｇ 12oz

ＳＦＫキックボクシングジム

所　属

選手名

12oz 所　属

12:25 選手名

有村元貴　ありむらげんき

総合格闘技　龍生塾

35

２０分休憩

WORLDTREE

古賀博斗　こがはくと 34

選手名選手名

所　属

長谷川稜　はせがわりょう選手名

所　属

33 13:10

　Ｄクラス

選手名

14oz

所　属 総合格闘技道場　reliable　

所　属

西下万次郎　にししたまんじろう

　Ａクラス

所　属

須々田蓮　すすだれん

Team 男塾

高井優翔　たかいゆうと

選手名

MFC針中野ジム

23 試合目 12:00

12:05 選手名

26

光國貴統　みつくにたかむね

W-BEAST-GYM 　Ａクラス  -35ｋｇ

　Ａクラス

試合目

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

 -30ｋｇ

横溝羚　よこみぞれい☆2

安川宗一郎　やすかわそういちろう

松本宗一郎　まつもとそういちろう

パラエストラ

中須仁斗

　Ａクラス  -25ｋｇ 8oz

選手名

大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス  -20ｋｇ 8oz

試合目 13:18

所　属 VICTORY GYM 　Ａクラス

 -20ｋｇ 8oz

試合目 13:14

14oz

12:20

30

選手名

大阪キック　T.B.NATION

選手名 小川琉絆　おがわるき

大阪キック　T.B.NATION 　Ａクラス

永野太稀　ながのたいき

中井りあな

ＴＯＫＥＮ　ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ

試合目

選手名

所　属

8oz 所　属

24 試合目

選手名 伊藤瑛大郎　いとうえいたろう

12oz 所　属

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

所　属 修和館

石井幸汰郎　いしいこたろう☆2 27 試合目

選手名

 -45ｋｇ

14oz 所　属 ＦＦＴ

　Ａクラス  -40ｋｇ

選手名 山田征輝　やまだしょうき 32 試合目 12:45 選手名 古小路逸希　こしょうじいつき☆2

所　属 総合格闘技道場　reliable　 KOKUSHI　GYM

選手名 小寺澤唯人　こてらさわゆいと☆2 31 試合目 12:40 選手名 鹿島海成　かしまかいせい

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Ａクラス  -55ｋｇ



所　属 MFCムエタイファイタークラブ

選手名 井村太一　いむらたいち

所　属

選手名

今井天翔　いまいまなと☆１

理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ所　属

所　属

所　属

奥野琴虎　おくのことら

所　属

寝屋川ジム

山路樹唯斗　やまじじゅいと☆１

KOKUSHI　GYM

所　属 拳正会　武修館　Ｄクラス  -25ｋｇ

選手名 塩野姫愛　しおのひな

13:38

13:54

12oz　Ｄクラス  -35ｋｇ

12oz

　Cクラス  -20ｋｇ 8oz

44 試合目

試合目

試合目

選手名

所　属

選手名 山本大地　やまもとだいち☆１

8oz

BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

8oz 所　属 KOKUSHI　GYM

12oz

VICTORY GYM

金森愛玲菜　かなもりえれな

選手名

 -40ｋｇ

選手名

　Ｄクラス  -30ｋｇ

13:46

島田麻和斗　しまだまなと☆１ 41 試合目 13:42

西村匠　にしむらたくみ☆１

選手名 鈴木絆愛　すずききあら

VICTORY GYM

　Ｄクラス  -30ｋｇ 8oz所　属 拳心會館 所　属 VICTORY GYM

43 試合目 13:50

東凜々愛　あずまりりあ

永尾羅生我　ながおらいが

所　属 VICTORY GYM大阪キック　T.B.NATION所　属

39

大阪キック　T.B.NATION

選手名

　Ｄクラス  -25ｋｇ

藤本愁温　ふじもとしおん

　Ｄクラス

8oz

　Cクラス

山本大地　やまもとだいち☆１選手名

　Cクラス  -25ｋｇ 8oz

 -35ｋｇ 12oz 所　属

ＳＦＫキックボクシングジム

48

　Ｄクラス  -25ｋｇ

所　属

 -45ｋｇ

安蘇虎汰朗　あそこたろう

　Ｄクラス

8oz

45

14:02

試合目

試合目 13:34

所　属 VICTORY GYM

選手名 枡谷隆人　ますたにりゅうと

大阪キック　T.B.NATION

14:10

8oz

42 試合目

VICTORY GYM

選手名

選手名

岡垣龍　おかがきりゅう40 試合目

選手名

太田依武希　おおたいぶき

Team 男塾

西沢麗叶　にしざわらいと

46

選手名

13:58

所　属

拳正会　武修館

VICTORY GYM所　属

所　属所　属 WORLDTREE

選手名

総合格闘技道場　reliable　

所　属

檜田優陽　ひのきだゆうひ

所　属

選手名

47 試合目 14:06

所　属

井谷凜太郎　いたにりんたろう

ＳＦＫキックボクシングジム

選手名

所　属 大阪キック　T.B.NATION

13:30 選手名38 試合目

　Ｄクラス  -30ｋｇ

仁木翔琉　にきかける

選手名 宮下亜依蘭　みやしたあいら 選手名

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Ｄクラス

 -25ｋｇ 8oz

選手名

選手名 藤井美羽　ふじいみう 36 試合目 13:22

所　属

選手名

選手名 塩野奏也 37 試合目 13:26 選手名 南桜雅　さくらおうが



51 試合目 14:22 石田桜夢　いしだらむ

理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

島田麻和斗　しまだまなと☆2

 -35ｋｇ

選手名 西野朔太郎　にしのさくたろう 14:2652 試合目 選手名 中石蒼羽馬　なかいしそうま

所　属

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

所　属 寝屋川ジム

VICTORY GYM

選手名

所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 前碧斗　まえあおと

　Cクラス  -20ｋｇ 8oz

選手名 山路樹唯斗　やまじじゅいと☆2

實熊白虎　みくまはくと53 試合目

所　属 KOKUSHI　GYM

 -25ｋｇ　Cクラス

試合目 14:34

8oz

所　属 総合格闘技道場　reliable　

　Cクラス  -25ｋｇ

選手名 日野弥太郎　ひのやたろう

12oz

　Cクラス

所　属

所　属

　Ｄクラス

　Ｄクラス  -35ｋｇ 12oz

所　属

　Ｄクラス

選手名 向井友彩　むかいゆあ

大阪キック　T.B.NATION

14:30

選手名 石田愛惺　いしだあいせい

今井天翔　いまいまなと☆2

8oz

8oz

選手名

 -30ｋｇ

ＳＦＫキックボクシングジム

54

片山善治郎　かたやまぜんじろう

14:14選手名

ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 檜田颯　ひのきだはやて 56 試合目 14:42 選手名 道幸心義　どうこうしんぎ

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -30ｋｇ

所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

12oz

50 試合目

55 試合目 14:38

森悠造　もりゆうぞう

選手名

所　属

選手名

所　属 大阪キック　T.B.NATION 所　属

所　属

14:18

 -40ｋｇ

西村匠　にしむらたくみ☆2

49 試合目

MFCムエタイファイタークラブ

所　属 VICTORY GYM 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

大阪キック　T.B.NATION

選手名

選手名

選手名 上地翔詠　かみじしょうえい 58 試合目 14:50 選手名 碇玲衣愛　いかりれいら

8oz 所　属 KOKUSHI　GYM

選手名 鳥井優心　とりいゆうしん 57 試合目 14:46 選手名 三浦愛月　みうらあいり

所　属 総合格闘技　龍生塾 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 藤本琉生　ふじもとりゅうせい 60 試合目 14:58 選手名 藤井漣　ふじいれん

所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 北愛羽 59 試合目 14:54 選手名 三浦空　みうらそら

所　属 VICTORY GYM 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 KOKUSHI　GYM

選手名 川端愛輝　かわばたあいき 62 試合目 15:06 選手名 岩崎飛斗　いわさきあすと

所　属 VICTORY GYM 　Cクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 KOKUSHI　GYM

選手名 辻本海琉　つじもとかいり 61 試合目 15:02 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 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ



所　属 ＳＦＫキックボクシングジム 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 藤原有沙　ふじわらゆうさ 64 試合目 15:14 選手名 太田秦希　おおたかなき

選手名 萩原海斗　はぎわらかいと 63 試合目 15:10 選手名 山本夢輝　やまもといぶき☆１

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 向田瑞基　むこうだみずき 66 試合目 15:22 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  -35ｋｇ 12oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 檜田晃我　ひのきだこうが 65 試合目 15:18 選手名 木村真翔　きむらまさと

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

選手名 富永礼音　とみながれおん 68 試合目 15:30 選手名 有田悠聖　ありたゆうせい

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

選手名 本岡佑斗　もとおかゆうと☆１ 67 試合目 15:26 選手名 金谷桃愛　かなやもあ

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

選手名 前部心夢　まえべここみ 70 試合目 15:38 選手名 山本夢輝　やまもといぶき☆2

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 小作博翔　こさくひろと 69 試合目 15:34 選手名 井本光星　いもとこうせい

所　属 空手道　誠空会 　Cクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 高柳仁悠　たかやなぎじんゆう 72 試合目 15:46 選手名 古野功兼

所　属 VICTORY GYM 　Cクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 榮居明里　さかいあかり 71 試合目 15:42 選手名 塚原凰司郎　つかはらおうじろう

所　属 フリー 　Cクラス 56超級 14oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 本岡佑斗　もとおかゆうと☆2 74 試合目 15:54 選手名 萩原陸斗　はぎわらりくと

所　属 大阪キック　T.B.NATION 　Cクラス  -55ｋｇ 14oz 所　属 矢田道場

選手名 金子隆樹　かねこりゅうき 73 試合目 15:50 選手名 塚原一颯　つかはらいっさ

所　属 VICTORY GYM 　Bクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 KOKUSHI　GYM

選手名 西本幸栄　にしもとこうえい 76 試合目 16:03 選手名 山田皇征　やまだおうせい

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

選手名 長岡永真　ながおかとおま☆１ 75 試合目 15:58 選手名 内谷澪　うちたにれいた

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



選手名 長岡永真　ながおかとおま☆2 16:33 西村心晴　にしむらこはる

所　属 ＴＯＫＥＮ　ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ 　Bクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 大谷光　おおたにきら 78 試合目 16:13 選手名 太田陽斗　おおたはると☆１

選手名 阪本彪　さかもとひょう☆１ 77 試合目 16:08 選手名 三浦星音　みうらしおん

所　属 ＴＯＫＥＮ　ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 東浦翔　ひがしうらしょう 80 試合目 16:23 選手名 西村康汰　にしむらこうた

所　属 ＴＯＫＥＮ　ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ 　Bクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 髙本守　たかもとまもる 79 試合目 16:18 選手名 林海澄　はやしかいと

所　属 KOKUSHI　GYM 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

82 試合目 選手名

所　属 KOKUSHI　GYM 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 西野虎太郎　にしのこたろう 81 試合目 16:28 選手名 榊原蒼馬　さかきばらそうま

所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 阪本彪　さかもとひょう☆2 84 試合目 16:43 選手名 中村凛太郎　なかむらりんたろう

所　属 VICTORY GYM 　Bクラス  -25ｋｇ 8oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 岩崎桜雅　いわさきおうが 83 試合目 16:38 選手名 増田晴吾　ますだせいご

所　属 G.O.Dジム 　Bクラス  -35ｋｇ 12oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム

選手名 門田龍来　かどたりく 86 試合目 16:53 選手名 太田陽斗　おおたはると☆2

所　属 ＴＯＫＥＮ　ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ 　Bクラス  -30ｋｇ 8oz 所　属 BLACK☆Ｊｒ　TATSUTO GYM

選手名 髙橋柊斗　たかはししゅうと 85 試合目 16:48 選手名 西下凛　にししたりん

所　属 拳心會館 　Bクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属 直心会

選手名 小畑廉　おばたれん 88 試合目 17:03 選手名 古川知潤　ふるかわともひろ

所　属 ＴＯＫＥＮ　ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ 　Bクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 理心塾Ｋ`ｓＧＹＭ

選手名 佐々木心　ささきしん 87 試合目 16:58 選手名 源俐空　みなもとりく

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

選手名 太田優　おおたゆう 90 試合目 17:13 選手名 井川閑貴　いかわしずき

所　属 拳心會館 　Bクラス  -45ｋｇ 12oz 所　属 若獅子会館TEAM　MATSUBARA

選手名 小嵐翔真　こあらししょうま 89 試合目 17:08 選手名 岩野柚希　いわのゆずき

所　属 服部川GC 　Bクラス  -50ｋｇ 12oz 所　属 ＳＦＫキックボクシングジム



ジュニアクラス表彰式

所　属 総合格闘技道場　reliable　 　Bクラス  -40ｋｇ 12oz 所　属 KOKUSHI　GYM

選手名 上村寵維　うえむらるい 91 試合目 17:18 選手名 鎌野羽音　かまのはのん


