
順番 階級

しまだ　よしき 〇-✕ おおがみ　ふうま

嶋田　弥輝 判定3-0 大上　楓磨
かわの　れお 〇-✕ さくもと　るい N-FIELD

河野　鈴旺 判定3-0 佐久本　琉生 　KICK　BOXING　GYM

もりした　ひゅうが G.O.S 〇-✕ いとう　りゅうが

森下　日向 KICK　BOXING　GYM 判定3-0 伊東　龍我
なかの　ゆうすけ 〇-✕ あんどう　りゅうき

中野　友介 １ＲＫＯ 安藤　龍希
やまもと　いる 〇-✕ さきぞの　しょうま N-FIELD

山本　泉琉 判定3-0 﨑園　勝馬 　KICK　BOXING　GYM

やかけ　はるき ✕-〇 えんどう　ゆうしん

矢掛　治貴 判定3-0 遠藤　結心
すぎやま　しょう さいとう　ひかり

杉山　憧 斎藤　輝里
しまだ　よしき 〇-✕ かわの　きしょう

嶋田　弥輝 判定3-0 河野　暉翔

そが　こうし 〇-✕ ひろべ　ひょうが

曽我　昂史 判定3-0 廣部　評雅
たなか　こうせい ✕-〇 まつだりゅうき

田中　恒星 判定3-0 松田　龍聖
たなか　えいじ 〇-✕ ひろべ　しょうま

田中　英司 判定3-0 廣部　昌舞
しばた　れお ✕-〇 しば　たかあき

柴田　玲央 ２ＲＫＯ 芝　雄聡
もも　しゅうた 〇-✕ みねうら　あやの

百々　柊大 判定3-0 峯浦　彩乃
かわぐち　みらい ✕-〇 なかの　こうき

川口　魅來 判定3-0 中野　煌己
いのうえ　かんろく きたやま　だいな

井上　寛陸 北山　大夢
おおもり　れん ✕-〇 なかの　ゆうせい

大森　レン 判定3-0 中野　悠成
ほしの　かえで 〇-✕ まつだ　りね

星野　楓 判定3-0 松田　凛音
ほしの　いまり 〇-✕ さいとう　さほ

星野　依莉 ２ＲＫＯ 斎藤　沙帆
ほしの　たいせい 〇-✕ にぼ　りゅうせい G.O.S

星野　大成 判定3-0 仁保　彩晴 KICK　BOXING　GYM

ますだ　しん 〇-✕ いのうえ　そうたつ

増田　心 判定3-0 井上　惣達
いけだ　れん 〇-✕ たかま　りゅうと

池田　蓮 判定3-0 高間　龍斗

キックドリーム 大原道場

誠流塾

35㎏級 LEGENDｼﾞﾑ

35㎏級 LEGENDｼﾞﾑ 大原道場

35㎏級 LEGENDｼﾞﾑ 大原道場

ドロー

17

18

19

20

16 35㎏級 LEGENDｼﾞﾑ 大原道場

30㎏級

21 40㎏級

LEGENDｼﾞﾑ Dream Maker

大原道場福知山ジム

12 35㎏級 スパルタンジム

14 25㎏級 京都野口ジム 大原道場

15 30㎏級 Dream Maker WIZARD

京都野口ジム

誠流塾 大原道場13 45㎏級

ドロー

11 30㎏級 LEGENDｼﾞﾑ 京都野口ジム

10 25㎏級 LEGENDｼﾞﾑ 大原道場

8 32～33kg 魁塾

赤コーナー 青コーナー

京都野口ジム 福知山ジム

LEGENDｼﾞﾑ

ジュニア グループB  ／  １分×２Ｒ インターバル３０秒

4 31～33kg

5

2 25～26㎏ 誠流塾

3 35～37kg WIZARD

37～40kg

1 33～34kg 魁塾 WIZARD

28～29kg

ジュニア グループＡ  ／  ２分×２Ｒ インターバル３０秒

京都野口ジム 誠流塾

9 20㎏級
ﾁｭ-ﾃｨﾝ
ﾑｴﾀｲｼﾞﾑ

京都野口ジム

6

7 44～46kg



順番 階級

にしむらかんた ✕-〇 たなべとうま

西村　勘汰 判定3-0 田辺　斗麗
やかけゆうき ✕-〇 まつもとつばさ

矢掛　雄貴 判定3-0 松元　翼
そがこうし 〇-✕ はやしらいき

曽我　昂史 判定3-0 林　徠樹
たなかこうせい 〇-✕ なかのたいせい

田中　恒星 判定3-0 中野　泰誠
たなかえいじ 〇-✕ たかまりゅうや

田中　英司 １ＲＫＯ 高間　龍也
しばた　れお ✕-〇 ひろべきょうご

柴田　玲央 判定3-0 廣部　叶梧
ももしゅうた ✕-〇 おおはらあやの

百々　柊大 判定2-0 大原　綾乃

すはらたけし ✕-〇 むらいけいすけ

栖原　武士 １ＲＫＯ 村井　啓祐
とくたけまこと ごとうけんたろう

徳武　誠 後藤　健太朗
しまもと　かな ✕-〇 はやし　ゆうり

島本　佳奈 ２ＲＫＯ 林　優里
たなかこういち ✕-〇 さかべひろや

田中　浩一 判定2-1 酒部　宏哉
おおにしゆうと ✕-〇 おおはらかずや

大西　勇斗 判定3-0 大原　和也
ほりけんたろう ✕-〇 しおみまさのぶ

堀　健太郎 判定3-0 塩見　正信
たかはしりょうすけ ✕-〇 いわもとひろし

高橋　良輔 判定3-0 岩元　裕志
もりたたかと 〇-✕ たむらゆうま

森田　貴人 判定3-0 田村　悠真
はせとしき ✕-〇 おはらとしゆき

長谷　勇希 １ＲＫＯ 小原　俊之
ふじいりょうた ✕-〇 むらいけいすけ

藤井　涼太 判定2-0 村井　啓祐
とくたけまこと 〇-✕ てんのうじだにさとし N-FIELD

徳武　誠 判定3-0 天王寺谷　聡 　KICK　BOXING　GYM

大原道場

ウェルター級
ｱｰﾈｽﾄﾎｰｽﾄｼﾞﾑ

JAPAN
ｷﾝｸﾞ･ﾑｴ

Dropout ｷﾝｸﾞ･ﾑｴ

LEGENDｼﾞﾑ

４８㎏契約 Dropout 大原道場

25㎏級

24

22

大原道場

45㎏級 京都野口ジム ﾁｰﾑ･ｸﾞﾗﾃﾞｨｴｰﾀｰ

ジュニア グループＡ  ／  ２分×２Ｒ インターバル３０秒

赤コーナー 青コーナー

39 ウェルター級
ｱｰﾈｽﾄﾎｰｽﾄｼﾞﾑ

JAPAN

20㎏級 曽我フィールド

45㎏級28

25

32 フェザー級

ライト級

33 フェザー級

誠流塾

ﾅｯｸﾙ
ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞｻｰｸﾙ

武心會

26 30㎏級 LEGENDｼﾞﾑ

35

38 フェザー級

37
ヘビー級
(肘有り）

京都野口ジム ｷﾝｸﾞ･ﾑｴ

大原道場

29 フェザー級

27

伊藤道場

武心會

30

ｷｯｸｽﾀｲﾙ

大原道場

大原道場

ｷﾝｸﾞ･ﾑｴ

35㎏級 スパルタンジム 京都野口ジム

31

一般クラス   ／  ２分×２Ｒ ｲンターバル３０秒

ドロー

ｷﾝｸﾞ･ﾑｴ

23

36 ミドル級 Dropout ｷｯｸﾄﾞﾘｰﾑ

34 ライト級 誠流塾 ｷｯｸｽﾀｲﾙ

40㎏級 LEGENDｼﾞﾑ WIZARD


