
　　　　　  　　　第４回　Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ　ＣＵＰ！

                           　２０１７年６月４日（日）

　　　　　　           　　　　対戦結果発表　    　　

                      

　　　　　　　　　　※名前に★が付いている選手は２試合出場となっていますので

　　　　　　    　　　　　　　　  くれぐれもご確認を宜しくお願い致します！

第１試合　Ｄクラス　６５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　 ×木村　庄輔（ Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ ）

　　　◎藤井　海人（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）

　　　 　ＫＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２試合　Ｄクラス　５５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　　

　　　  ○市橋　翔（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

　　  　× ★① 佐渡島　一平（ムエタイ・ファイティング・アカデミー）

　　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

第３試合　Ｄクラス　２０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　　○①★村上　惺那（ Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

　　　　×三瀬　遥雪（ＴＩＡ辻道場）

　　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

第４試合　Ｄクラス　３０ｋｇ契約　　１分２ラウンド 　　　　

　　　△藤尾　海月（ロイヤルキングス）　　　　　　

　　  △満田　幸浩（ＴＩＡ辻道場）

　　　　引き分け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５試合　Ｄクラス  ３５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　  ○伊藤　琉之介（ ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム ） 

　　　×満田　ゆみあ 　（ ＴＩＡ辻道場 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　３－０

　

第６試合　Ｄクラス  ２０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　○鈴木　空蕾（ ＮＯ　ＮＡＭＥ ） 

　　　×沖　青緯（ ＴＩＡ辻道場 ）　　　　　　　　　　　　　　

　　　３－０

第７試合　Ｄクラス  ３０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

　　　×原井　蒼生（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場） 

　　　○原　廉生（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）

　　　３－０



第８試合　Ｄクラス  ２０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

　 　◎②★村上　惺那（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

　　  ×満田　弓晶（ ＴＩＡ辻道場 ）

　　　　ＫＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

第９試合　Ｃクラス  ２５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　　

　　 △①★細見　愛斗（ロイヤルキングス）　　　　

　　 △石川　瑛虎（ ＴＩＡ辻道場 ）

　　引き分け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１０試合　Ｄクラス  ５５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

   　○①★濱口　尚（フリー）　　　

     × ★② 佐渡島　一平（ムエタイ・ファイティング・アカデミー）

　　　３－０

第１１試合　Ｄクラス  ３０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　

　　 ◎岡田　羽琉（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

     × ★① 藤尾　海月（ロイヤルキングス）

　　  ＫＯ                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

第１２試合　Ｄクラス  ２０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

　　 ○①★鈴木　空蕾（ＮＯ　ＮＡＭＥ）　

     ×満田　時宝（ＴＩＡ辻道場） 

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１３試合　Ｄクラス  ２０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 

　　 　○岡田　煌羽（ ＮＯ　ＮＡＭＥ ）

     　× ★③ 村上　惺那（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１４試合　Ｄクラス　　５０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

　　　未成立につき試合なし 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１５試合　Ｄクラス  ５８ｋｇ契約　　１分２ラウンド 　　　

　　　○安藤　裕真（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

      × ★① 中井　希良（猛者連）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１６試合　Ｄクラス  ５５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　×林　想一郎（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

      ○②★濵口　尚（ フリー ）

　　　２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１７試合　Ｄクラス  ７０ｋｇ以上　　１分２ラウンド 　　　

　　　未成立につき試合なし 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第１８試合　Ｄクラス  ６０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　×西山　正樹（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）

      ○太田　直秀（ムエタイ・ファイティング・アカデミー）

　　　３－０

第１９試合　Ｃクラス  ２１ｋｇ契約　　１分２ラウンド 　　　

　　× ★① 村上　侑奈（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

     ◎常　正尋（理心塾ＫｓＧＹＭ）

　　　ＫＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２０試合　Ｃクラス  ４８ｋｇ契約　　１分２ラウンド 　　　

　　 ×長崎　冬真 （Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

     ◎遠藤　一誠（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場）

　　　ＫＯ

第２１試合　Ｃクラス  ２５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　 ×長崎　碧仁（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

     ○堀　碧人 （伊藤道場）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　３－０

第２２試合　Ｃクラス  ３０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　 × ★① 松宮　佳叶（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

     ○小林　凌万（若獅子会館松原支部）

　　３－０　

第２３試合　Ｃクラス  ３５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　 　△白坂　悠真（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）　

     △①★中嶋　大空（ＴＩＡ辻道場）

　  　引き分け

第２４試合　Ｃクラス  ３０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　 ×伊藤　晴喜（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

     ○吉井　智絆（ｔｅａｍ　ＹＡＭＡＴＯ）

    　２－１

第２５試合　Ｃクラス  ３５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　×上總　琥太郎（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

     ○浦地　大希（若獅子会館東住吉支部）

　　　３－１

第２６試合　Ｄクラス  ５６ｋｇ以上　　１分２ラウンド 　　　

　　　×山本　虎男（拳塾)
   　○②★中井　希良（猛者連）

　　３－０　　　　　　　　



第２７試合　Ｃクラス  ２５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　× ★② 村上　侑奈（ Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ ）　

    ○②★細見　愛斗 （ロイヤルキングス）

　　　　３－０

第２８試合　Ｃクラス  ４８ｋｇ契約　　１分２ラウンド 　　　

　　 × ★① 遠藤　一誠（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場） 

   　○齊田　天（猛者連）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　３－０

第２９試合　Ｃクラス  ５０ｋｇ以上　　１分２ラウンド 　　　

　　× ★② 長崎　冬真（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）　　

     ◎吉田　颯介（ＭＡＤ　ＣＲＩＢ　ＧＹＭ）

　　　ＫＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３０試合　Ｃクラス  ３０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　×上總　蓮介（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）　　

  　○上畑　青海（月心会チーム侍）

　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３１試合　Ｃクラス  ３５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　 × ★② 松宮　佳叶（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）　　　

     ○②★中嶋　大空（ＴＩＡ辻道場）

　　　３－０　　　　　　　　　

第３２試合　Ｃクラス  ７５ｋｇ契約　　１分２ラウンド 　　　

　　  ×中瀬　理人（拳塾）　　　　

      ○①★山本　真一郎（ｔｅａｍ　ＹＡＭＡＴＯ）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３３試合　Ｃクラス  ６５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　井上　洋二（ＥＸ　ＦＵＴＡＢＡ）　

      ○①★稲澤　弘成 （ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）

　　　２－１

第３４試合　Ｃクラス  ６０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　 ○佐々木　一（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

       ×②五嶋　龍太郎（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）　

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３５試合　Ｃクラス  ７０ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

　　　○齊田　雅久（猛者連）

      ×加藤　輝（ＭＦＣ）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第３６試合　Ｃクラス  ３０ｇ以下　　１分２ラウンド 　　　

　　　×中垣　龍人（ＮＯ　ＮＡＭＥ）  　　

      ○菊池　太希（月心会チーム侍）　

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３７試合　Ｃクラス  ３０ｋｇ以上　　１分２ラウンド 　　

　　　×藤尾　陸斗（ロイヤルキングス）

      ○伊藤　菜の花（伊藤道場）　

　　　３－０　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３８試合　Ｃクラス  ７５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

　　　◎山崎　友星（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）

      ×源野　隼大（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

　　　ＫＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３９試合　Ｃクラス  ７２ｋｇ契約　　１分２ラウンド 　　

　　　○上畑　翔永（ＥＸ　ＦＵＴＡＢＡ）　

       × ★② 山本　真一郎（ｔｅａｍ　ＹＡＭＡＴＯ）　　 

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４０試合　Ｃクラス  ６５ｋｇ以下　　１分２ラウンド 　　

　　　○久谷　健（拳塾）

      × ★② 稲澤　弘成（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）　　 

　　　３－０

第４１試合　Ｂクラス  ３０ｋｇ以下　　１分半２ラウンド　

     × ★① 松永　空（若獅子会館東住吉支部)
     ○川内　心獅（理心塾ＫｓＧＹＭ）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４２試合　Ｂクラス  ３０ｋｇ以下　　１分半２ラウンド　

　　× ★① 堤　鈴（月心会チーム侍）

     ○鈴木　杏奈（ＴＩＡ辻道場）　　

　　　２－１

第４３試合　Ｂクラス  ４０ｋｇ以下　　１分半２ラウンド　

 　   ×久井　大夢（多田ジム）

      ○大峯　悠照（理心塾ＫｓＧＹＭ）

　　　３－１

第４４試合　Ｂクラス  ４０ｋｇ以下　　１分半２ラウンド　

　　　× ★① 柳谷　涼太（フリー） 

      ○①★堀　海人（伊藤道場）

　　　３－０



第４５試合　Ｂクラス  ４２ｋｇ契約　　１分半２ラウンド　

　　  △奥村　将磨（猛者連）　　 

      △①★松尾　龍也（月心会チーム侍）

　　　引き分け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４６試合　Ｂクラス  ３０ｋｇ以下　　１分半２ラウンド　　

　 　△②★松永　空（若獅子会館東住吉支部） 

  　  △川内　心誠（理心塾ＫｓＧＹＭ） 

　　　引き分け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４７試合　Ｂクラス  ６０ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　

　　×　①★石田　大晟（ＥＸ　ＦＵＴＡＢＡ）　　 

  　○①★松崎　亮磨（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４８試合　Ｂクラス  ２８ｋｇ契約　　１分半２ラウンド　　

　　 ○②★堤　鈴（月心会チーム侍）　　 

   　×岩井　大地（伊藤道場）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４９試合　Ｂクラス  ３５ｋｇ以下　　１分半２ラウンド　　

　　　上畑　心愛（月心会チーム侍）　

      ○一柳　優雅（ＭＡＤ　ＣＲＩＢ　ＧＹＭ）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５０試合　Ｂクラス  ４２ｋｇ契約　　１分半２ラウンド　　

　　  ○②★松尾　龍也（月心会チーム侍） 

      ②★堀　海人（伊藤道場） 

　　　３－０

第５１試合　Ｂクラス  ５４ｋｇ契約　　２分２ラウンド　　 　

　　  △①★福田　優斗（田頭道場）　　

    　△菊池　友吾（月心会チーム侍）　　　　

　　　引き分け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５２試合　Ａクラス  ２５ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　

　　  ○谷村　泰生（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ　永田道場）

      ①★松永　星那（若獅子会館東住吉支部）  　

　　　２－１　　　　　　　　　　　　　　

第５３試合　Ａクラス  ５０ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　

　　 △①★寺西　大輝（田頭道場）　　

     △井上　大斗（ 若獅子会館東住吉支部 ）

　　　引き分け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５４試合　Ａクラス 　３８ｋｇ契約　 ２分２ラウンド　　 　

　　 ○①★長﨑　紗依茄（ 月心会　チーム侍 ）　　

     ×　①★柳谷　涼太（フリー）

　　　３－０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５５試合　Ａクラス  ４５ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　

　　　△堤　俊（月心会チーム侍）  

      △溝口　司（多田ジム）　 　  

　　　引き分け



第５６試合　Ａクラス  ３０ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　

　　　×沖井　朔斗（月心会　チーム侍）

      ○細見　樹斗（ロイヤルキングス）　 　

　　　３－０

第５７試合　Ａクラス  ３０ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　　１５：２８～１５：３４

　　　　△堀　陸人（伊藤道場）　　

        △春日　陽（若獅子会館松原支部）   　

　　　　引き分け

第５８試合　Ａクラス  ２５ｋｇ以下　　２分２ラウンド 　　　　１５：３４～１５：４０ 　

　　　○　嶋津　優雅（フリー） 　 

     　×　②★松永　星那（若獅子会館東住吉支部） 

　　　　２－１

第５９試合　Ａクラス  ３５ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　　１５：４０～１５：４６

　　　　○　②★長﨑　紗依茄（ 月心会　チーム侍 ） 　

      　×　　浦地　陽向（ 若獅子会館東住吉支部）

　　　　２－１

第６０試合　Ａクラス  ５０ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　　１５：４６～１５：５２

　　　× ★② 福田　優斗（田頭道場）　　

       ○春日　懇（若獅子会館松原支部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　２－１

第６１試合　Ａクラス  ５５ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　　１５：５２～１５：５８

　　　 ×　②★寺西　大輝（田頭道場）　   　

       ○　本名　亮介（若獅子会館松原支部）　 　

　　　２－１

第６２試合　Ｂクラス  ６５ｋｇ以下　　２分２ラウンド　　 　　１５：５８～１６：０４

　　　 ×　②★松崎　亮磨（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）　

     　○　柴田　凜汰朗（ＭＯＮＳＴＥＲ　ＪＡＰＡＮ） 　　

　　　　３－０

第６３試合　Ａクラス  ６０ｋｇ以下　　３分２ラウンド　　 　　１６：０４～１６：１２

　  　○　②★石田　大晟（ＥＸ　ＦＵＴＡＢＡ）　　　　

  　　×　　中嶋　敏裕（ムエタイ・ファイティング・アカデミー）

　　　３－０　　

　　　　　　　



最優秀選手賞

　　　　　　一般クラス　　　　 石田　大晟（ＥＸ　ＦＵＴＡＢＡ）

　　　　　　ジュニアクラス　　長﨑　紗依茄（月心会チーム侍）

ベストバウト賞　　　　　　　　松永　星那（若獅子会館東住吉支部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　谷村　泰生（ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ　永田道場）

技能賞　一般クラス　　　　 石田　大晟（ＥＸ　ＦＵＴＡＢＡ）

　　　　　 ジュニアクラス　　鈴木　杏奈（ＴＩＡ辻道場）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋　大空（ＴＩＡ辻道場）

クラス別優秀選手賞

Ａクラス　一般クラス　　　　 該当者無し

　　　　　　ジュニアクラス  　細見　樹斗（ロイヤルキングス）

Ｂクラス　一般クラス　       松崎　亮磨（Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ）

　　　　　　ジュニアクラス　　川内　心獅（理心塾ＫｓＧＹＭ）

Ｃクラス　一般クラス　 　　　久谷　健（拳塾）

　　　　　　ジュニアクラス　　伊藤　菜の花（伊藤道場）

Ｄクラス　一般クラス　 　　　藤井　海人（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）

　　　　　　ジュニアクラス　　原　廉生（ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム）

　　　　　　　　～ 出場参加道場様一覧（五十音順）～

　　伊藤道場　　WARRIOR OSAKA　SGK　　EX FUTABA　N spirit`s GYM

　ＭＦＣ　　　狂心會　　ＣＬＵＢ~ｅｓ~　 　拳塾　　　月心会チーム侍　

　

　　　ＫＥＮＳＥＩＫＡＩ守口ジム　　　小浜道場チームはまぐり　

　魁塾    正心會　大成会館　田頭道場　多田ジム　直心会   ＴＩＡ辻道場　

　　テツジム　  ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ永田道場　　  ＮＯ ＮＡＭＥ　　

　　　ＦＲＥＥ ＳＴＹＬＥ ＧＹＭ　  　ＭＡＤ ＣＲＩＢ ＧＹＭ　　 

 ムエタイ・ファイティング・アカデミー　猛者連本部　　猛者連八幡支部　

　　モンスタージャパン　　 若極連　　　ＵＢＦ　　理心塾Ｋ'ｓＧＹＭ　

　ロイヤルキングス　　若獅子会館東住吉支部　　若獅子会館松原支部　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ごあいさつ

　　

　　　「第４回Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ　ＣＵＰ！」に出場頂いた選手様、

　お越しいただいた皆様方、本当にありがとうございました。

　今後、「Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ　ＣＵＰ！」ではランキングポイント制を

　導入して各階級のベルトを作ってのタイトル戦や特大トロフィー

　を掛けてのトーナメント戦も行う予定をしております。

　　　

　　　次回の大会開催は９月２４日（日）を予定しております。

　　またご案内もさせて頂きますので次回大会も是非ご出場、

　 お越しを宜しくお願い致します。

　　本日は誠にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンディ南野　　　

　　　

     　　　　　　 　 「Ｔ．Ｂ．ＮＡＴＩＯＮ　ＣＵＰ！」

　　　　　　　　　　　　　　 開催協力団体　

　　　　　　　　　　　  　　　多田ジム　

　　　　　　　　　　　　　

                     ＮＡＧＡＴＡＧＹＭ 永田道場　　　


