
未就学児の部

総合格闘技ゴンズジム ＭＭＡ　Ｚジム

土井　集夢 （どい　あつむ）　年長　６歳 里見　祥英 （さとみ　しょうえい）　年長　５歳

ファイティング・スポーツジムＴＫ６８ 修斗ＧＹＭＳ直心会

亀井　修真 （かめい　しゅうま）　小２　８歳 金井　隆築 （かない　りゅうき）　小２　８歳

トリニティ・サンズ 総合格闘技道場ＢＵＲST

江後　良唯 （えご　らい）　小３　９歳 橋本　清志郎 （はしもと　きよしろう）　小４　９歳

和術慧舟會　兵庫支部 総合格闘技ゴンズジム

森田　将圭 （もりた　しょうけい）　小５　１０歳 岩崎　瑶 （いわさき　よう）　小５　１１歳

和術慧舟會　兵庫支部 和術慧舟會　兵庫支部

新城　奈津 （しんじょう　なつ）　中３　１４歳 柏原　貫大 （かしはら　かんた）　中３　１４歳

ＭＭＡ　Ｚジム トリニティ・サンズ

大勝　拓真 （おおかつ　たくま） 赤星　龍之介 （あかほし　りゅうのすけ）
　中２　１３歳 　中１　１３歳

（あき　しりゅう） 年長　５歳 （おの　かいと）　小３　８歳

安芸　志隆 小野　海志

（すだ　おうら）　小２　８歳 （あんざき　たくま）　小５　１０歳

須田　旺来 安崎　匠真

（まつもと　かんた）　小２　８歳 （ずずき　ようた）　小６　１２歳

松元　奏太 鈴木　陽太

（いけだ　かんた）　小３　８歳 （にしな　りきや）　中３　１４歳

池田　寛太 仁科　力哉

　総合格闘技 （やまだ　ゆうさく）　小３　９歳 　総合格闘技 （たなか　たかはる）　中３　１５歳

山田　勇咲 田中　崇晴

未就学児の部

小学１．２年の部

阪神支部　

　ねわざワールド

　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュニア　  ボーダー　  アクト　トゥ

Jr. BORDER　ACT.２

ＭＭＡ＆グラップリング　ガチ勝負！

２０１３年　９月　１６日　（月・祝）　　　　総合格闘技ゴンズジム内常設リング

試　　合　　結　　果

小学１．２年の部

小学３．４年の部 小学３．４年の部

小学５．６年の部 小学５．６年の部

中学生の部 中学生の部

ＶＳ

主催　Ｊｒ．BORDER　振興会

ＭＭＡ　Ｚジム

トリニティ・サンズ

パラエストラ東大阪

ゴンズジム　 ゴンズジム　

　和術慧舟會

ベストバウト賞

敢闘賞

グラップリング部門　ＭＶＰＭＭＡ部門　ＭＶＰ

ゼロ戦クラブ

ＭＭＡ　Ｚジム

ゼロ戦クラブ

兵庫支部　



第1試合

ＭＭＡ　Ｚジム ＭＭＡ　Ｚジム

● 安芸　志隆（あき　しりゅう）　年長　５歳　110ｃｍ　18ｋｇ ＶＳ ○ 里見　祥英（さとみ　しょうえい）　年長　５歳　109ｃｍ　17ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月 〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第2試合

修斗ＧＹＭＳ直心会 和術慧舟會　兵庫支部

○ 金井　隆築（かない　りゅうき）　小２　８歳　123ｃｍ　22ｋｇ ＶＳ ● 鮫島　雄斗（さめしま　ゆうと）　小２　７歳　118ｃｍ　21ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入

第3試合

トリニティ・サンズ パラエストラ東大阪

△ 須田　旺来（すだ　おうら）　小２　８歳　135ｃｍ　32.5ｋｇ ＶＳ △ 高尾　瑠衣斗（たかお　るいと）　小２　７歳　132.5ｃｍ　32ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　２年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： BJJ・MMA・空手５ヵ月

第4試合

総合格闘技ゴンズジム ＭＭＡ　Ｚジム

○ 土井　集夢（どい　あつむ）　年長　６歳　112ｃｍ　22ｋｇ ＶＳ ● 安芸　志隆（あき　しりゅう）　年長　５歳　110ｃｍ　18ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　３勝 格闘技歴： ＭＭＡ　２年 〔戦 績〕 グラ　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第5試合

トリニティ・サンズ 和術慧舟會　兵庫支部

● 矢野　倖也（やの　ゆきや）　小２　７歳　120ｃｍ　27ｋｇ ＶＳ ○ 前川　陽実（まえかわ　みなみ）　小２　８歳　130ｃｍ　24ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入 〔戦 績〕 グラ　３勝２敗 格闘技歴： １年４ヵ月

第6試合

総合格闘技ゴンズジム ゼロ戦クラブ

● 石垣　楓大（いしがき　ふうた）　小３　9歳　122ｃｍ　24.6ｋｇ ＶＳ ○ 池田　寛太（いけだ　かんた）　小３　８歳　133ｃｍ　33ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　４勝　２敗　１分 格闘技歴： 柔道　６ヵ月　ＭＭＡ　１年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　４ヵ月

第7試合

総合格闘技ゴンズジム 和術慧舟會　兵庫支部

○ 土井　集夢（どい　あつむ）　年長　６歳　112ｃｍ　22ｋｇ ＶＳ ● 今後　龍珂（いまご　りゅうが）　小１　７歳　116ｃｍ　23ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　３勝 格闘技歴： ＭＭＡ　２年 〔戦 績〕 グラ　１勝１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１０ヵ月

第8試合

総合格闘技ゴンズジム ゼロ戦クラブ

○ 山田　勇咲（やまだ　ゆうさく）　小３　９歳　123.7ｃｍ　24.5ｋｇ ＶＳ ● 渡邊　竜士（わたなべ　りゅうじ）　小３　９歳　136ｃｍ　28ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　グラ　４勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　４ヵ月

第9試合

総合格闘技ゴンズジム ゼロ戦クラブ

● 山田　美海花（やまだ　みみか）　小５　１１歳　145.4ｃｍ　33.7ｋｇＶＳ ○ 趙　壮済（ちょう　そうさい）　小４　１０歳　142ｃｍ　41.2ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　２敗　グラ　３勝 格闘技歴： ＭＭＡ　１年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第10試合

ねわざワールド　阪神支部 パラエストラ東大阪

○ 樫原　汰門（かしはら　たもん）　小３　８歳　132.4ｃｍ　24.2ｋｇ ＶＳ ● 門脇　千賢（かどわき　ちかし）　小４　９歳　125ｃｍ　26ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＢＪＪ　３年６ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＢＪＪ　１年

判  定 ２０－１８

０分５４秒 腕十字固め

判  定 １９－２０

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 ２０－１７

２分１３秒 フロントスリーパー

判  定 １９－１９

判  定 ２０－１７

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 １８－２０

判  定 １８－２０

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

０分５６秒 腕十字固め



第11試合

ＭＭＡ　Ｚジム 和術慧舟會　兵庫支部

● 石原　拳士郎（いしはら　けんしろう）　小６　１１歳　137ｃｍ　32ｋｇＶＳ ○ 鈴木　陽太（ずずき　ようた）　小６　１２歳　145ｃｍ　34.8ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　２勝　８敗　１分　グラ　５勝　４敗　２分 格闘技歴： ＭＭＡ　５年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１分 格闘技歴： １年８ヵ月

第12試合

ＭＭＡ　Ｚジム 総合格闘技ゴンズジム

● 高野　郁哉（たかの　いくや）　小６　１１歳　145ｃｍ　42.7ｋｇ ＶＳ ○ 黒田　銀汰（くろだ　ぎんた）　小５　１１歳　147ｃｍ　48ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　３勝　５敗　グラ　６勝　５敗 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 グラ　２４勝　９敗　１分 格闘技歴： ＢＪＪ　５年

第13試合

トリニティ・サンズ 和術慧舟會　兵庫支部

● 矢野　倖也（やの　ゆきや）　小２　７歳　120ｃｍ　27ｋｇ ＶＳ ○ 今後　龍珂（いまご　りゅうが）　小１　７歳　116ｃｍ　23ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入 〔戦 績〕 グラ　１勝１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１０ヵ月

第14試合

ＭＭＡ　Ｚジム 総合格闘技ゴンズジム

● 里見　祥英（さとみ　しょうえい）　年長　５歳　109ｃｍ　17ｋｇ ＶＳ ○ 土井　集夢（どい　あつむ）　年長　６歳　112ｃｍ　22ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　３勝 格闘技歴： ＭＭＡ　２年

第15試合

ゼロ戦クラブ 総合格闘技ゴンズジム

● 仁科　力哉（にしな　りきや）　中３　１４歳　162ｃｍ　55.8ｋｇ ＶＳ ○ 田中　崇晴（たなか　たかはる）　中３　１５歳　175ｃｍ　65ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ ２年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　１ヵ月

第16試合

ゼロ戦クラブ ＭＭＡ　Ｚジム

● 仁科　太志（にしな　ふとし）　中２　１３歳　150ｃｍ　47ｋｇ ＶＳ ○ 石原　愼之介（いしはら　しんのすけ）　中２　１４歳　158.5ｃｍ　46ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１敗 格闘技歴： ２年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１３勝　７敗　１分　グラ　１１勝　５敗 格闘技歴： ＭＭＡ　５年

第17試合

和術慧舟會　兵庫支部 総合格闘技ゴンズジム

○ 森田　将圭（もりた　しょうけい）　小５　１０歳　126ｃｍ　27ｋｇ ＶＳ ● 石垣　楓大（いしがき　ふうた）　小３　9歳　122ｃｍ　24.6ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１分　グラ　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 グラ　４勝　２敗　１分 格闘技歴： 柔道　６ヵ月　ＭＭＡ　１年

第18試合

和術慧舟會　兵庫支部 修斗ＧＹＭＳ直心会

○ 新城　奈津（しんじょう　なつ）　中３　１４歳　174ｃｍ　75Ｋｇ ＶＳ ● 當房　桂（とうぼう　けい）　中３　１４歳　159ｃｍ　55.9ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１分　グラ　２勝 格闘技歴： ２年 〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１１ヵ月

第19試合

総合格闘技ゴンズジム ＭＭＡ　Ｚジム

○ 岩崎　瑶（いわさき　よう）　小５　１１歳　137ｃｍ　30.2ｋｇ ＶＳ ● 石原　拳士郎（いしはら　けんしろう）　小６　１１歳　137ｃｍ　32ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１８勝　１分　グラ　３勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　３年６ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２勝　８敗　１分　グラ　５勝　４敗　２分 格闘技歴： ＭＭＡ　５年

第20試合

トリニティ・サンズ ゼロ戦クラブ

○ 須田　旺来（すだ　おうら）　小２　８歳　135ｃｍ　32.5ｋｇ ＶＳ ● 荒武　弘汰郎（あらたけ　こうたろう）　小３　８歳　135ｃｍ　33.4ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　２年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

判  定 ２０－１５

２分１９秒 腕十字固め

２分１９秒 スリーパーホールド

１分０１秒 腕十字固め

ＭＭＡ　高学年ルール　3分　１Ｒ　

ＭＭＡ　高学年ルール　3分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 １６－２０

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　高学年ルール　3分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 １９－２０

０分５４秒 Ｖ１アームロック

０分１５秒 腕十字固め

２分２４秒 腕十字固め

１分０６秒 腕十字固め



第21試合

和術慧舟會　兵庫支部 修斗ＧＹＭＳ直心会

● 今後　龍珂（いまご　りゅうが）　小１　７歳　116ｃｍ　23ｋｇ ＶＳ ○ 金井　隆築（かない　りゅうき）　小２　８歳　123ｃｍ　22ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１勝１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１０ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入

第22試合

ファイティング・スポーツジムＴＫ６８ ゼロ戦クラブ

○ 亀井　修真（かめい　しゅうま）　小２　８歳　124ｃｍ　23.9ｋｇ ＶＳ ● 松本　大和（まつもと　ひろかず）　小３　８歳　130ｃｍ　26ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　１敗 格闘技歴： 空手１年５ヵ月　MMA７ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第23試合

総合格闘技ゴンズジム ねわざワールド　阪神支部

○ 山田　勇咲（やまだ　ゆうさく）　小３　９歳　123.7ｃｍ　24.5ｋｇ ＶＳ ● 樫原　汰門（かしはら　たもん）　小３　８歳　132.4ｃｍ　24.2ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　グラ　４勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１年 〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＢＪＪ　３年６ヵ月

第24試合

総合格闘技ゴンズジム ゼロ戦クラブ

○ 高野　蓮（たかの　れん）　小３　９歳　127ｃｍ　30.5ｋｇ ＶＳ ● 趙　壮済（ちょう　そうさい）　小４　１０歳　142ｃｍ　41.2ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　６勝　４敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１年５カ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第25試合

パラエストラ東大阪 ＭＭＡ　Ｚジム

● 苅安　祐一（かりやす　ゆういち）　小５　１０歳　143ｃｍ　35ｋｇ ＶＳ ○ 安崎　匠真（あんざき　たくま）　小５　１０歳　138ｃｍ　37ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　６敗 格闘技歴： ＢＪＪ　１年６ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２勝　３敗　グラ　２勝　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　３年

第26試合

ＭＭＡ　Ｚジム ゼロ戦クラブ

○ 大勝　拓真（おおかつ　たくま）　中２　１３歳　156ｃｍ　44ｋｇ ＶＳ ● 仁科　太志（にしな　ふとし）　中２　１３歳　150ｃｍ　47ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　７勝　グラ　４勝　４敗　３分 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１敗 格闘技歴： ２年

第27試合

ゼロ戦クラブ 総合格闘技ゴンズジム

● 下村　侍源（しもむら　じげん）　小３　８歳　127ｃｍ　30.3ｋｇ ＶＳ ○ 石垣　楓大（いしがき　ふうた）　小３　9歳　122ｃｍ　24.6ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　２敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　１０ヵ月 〔戦 績〕 グラ　４勝　２敗　１分 格闘技歴： 柔道　６ヵ月　ＭＭＡ　１年

第28試合

ゼロ戦クラブ トリニティ・サンズ

○ 渡邊　竜士（わたなべ　りゅうじ）　小３　９歳　136ｃｍ　28ｋｇ ＶＳ ● 長岡　陽輝（ながおか　ひびき）　小３　９歳　127ｃｍ　28.2ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　４ヵ月 〔戦 績〕 グラ　１敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　１年６ヵ月

第29試合

ゼロ戦クラブ 和術慧舟會　兵庫支部

● 谷　育磨（たに　いくま）　中２　１３歳　162ｃｍ　54.5ｋｇ ＶＳ ○ 柏原　柚葉（かしはら　ゆずは）　中１　１２歳　153ｃｍ　50Ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入 〔戦 績〕 未記入 格闘技歴 ７年

第30試合

総合格闘技ゴンズジム 総合格闘技道場ＢＵＲST

● 高野　蓮（たかの　れん）　小３　９歳　127ｃｍ　30.5ｋｇ ＶＳ ○ 橋本　清志郎（はしもと　きよしろう）　小４　９歳　125ｃｍ　27.8ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　６勝　４敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１年５カ月 〔戦 績〕 グラ　１０勝　１敗 格闘技歴： ＢＪＪ　４年　グラ　５年

２分３９秒 スリーパーホールド

判  定 ２０－１８

判  定 １９－２０

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

１分１０秒 スリーパーホールド

３分３６秒 腕十字固め

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

１分０１秒 腕十字固め

１分１７秒 スリーパーホールド

判  定 ２０－１９

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　高学年ルール　3分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

２分３４秒 腕十字固め

０分４８秒 腕十字固め



第31試合

ゼロ戦クラブ 和術慧舟會　兵庫支部

○ 仁科　太志（にしな　ふとし）　中２　１３歳　150ｃｍ　47ｋｇ ＶＳ ● 岡田　大弥（おかだ　ひろや）　中１　１２歳　150ｃｍ　47ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１敗 格闘技歴：２年 〔戦 績〕 未記入 格闘技歴： １年

第32試合

ゼロ戦クラブ トリニティ・サンズ

● 荒武　弘汰郎（あらたけ　こうたろう）小３　８歳　135ｃｍ　33.4ｋｇＶＳ ○ 江後　良唯（えご　らい）　小３　９歳　137ｃｍ　30ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴：ＭＭＡ　６ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１敗　グラ　１勝 格闘技歴：ＭＭＡ　２年

第33試合

修斗ＧＹＭＳ直心会 ファイティング・スポーツジムＴＫ６８

● 金井　隆築（かない　りゅうき）　小２　８歳　123ｃｍ　22ｋｇ ＶＳ ○ 亀井　修真（かめい　しゅうま）　小２　８歳　124ｃｍ　23.9ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　１敗 格闘技歴： 空手１年５ヵ月　MMA７ヵ月

第34試合

ＭＭＡ　Ｚジム 和術慧舟會　兵庫支部

○ 岩橋　海音（いわはし　かいと）　小３　９歳　132ｃｍ　28ｋｇ ＶＳ ● 鮫島　楓香（さめしま　ふうか）　小３　８歳　127ｃｍ　32ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　２年６ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入

第35試合

ＭＭＡ　Ｚジム ゼロ戦クラブ

● 石原　愼之介（いしはら　しんのすけ）　中２　１４歳　158.5ｃｍ　46ｋｇＶＳ ○ 仁科　力哉（にしな　りきや）　中３　１４歳　162ｃｍ　55.8ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１３勝　７敗　１分　グラ　１１勝　５敗 格闘技歴： ＭＭＡ　５年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ ２年

第36試合

パラエストラ東大阪 トリニティ・サンズ

○ 松元　奏太（まつもと　かんた）　小２　８歳　127.5ｃｍ　27.5ｋｇ ＶＳ ● 須田　旺来（すだ　おうら）　小２　８歳　135ｃｍ　32.5ｋｇ

〔戦 績〕 なし 格闘技歴： ９ヵ月 〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　２年

第37試合

和術慧舟會　兵庫支部 ゼロ戦クラブ

柏原　貫大（かしはら　かんた）　中３　１４歳　165ｃｍ　53Ｋｇ ＶＳ 欠場 河野　一輝（こうの　かずき）　中２　１３歳　164ｃｍ　54.6ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴 ８年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２敗　グラ　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第38試合

和術慧舟會　兵庫支部 トリニティ・サンズ

○ 鮫島　雄斗（さめしま　ゆうと）　小２　７歳　118ｃｍ　21ｋｇ ＶＳ ● 矢野　倖也（やの　ゆきや）　小２　７歳　120ｃｍ　27ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入

第39試合

総合格闘技ゴンズジム トリニティ・サンズ

● 高野　蓮（たかの　れん）　小３　９歳　127ｃｍ　30.5ｋｇ ＶＳ ○ 江後　良唯（えご　らい）　小３　９歳　137ｃｍ　30ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　６勝　４敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１年５カ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１敗　グラ　１勝 格闘技歴： ＭＭＡ　２年

第40試合

和術慧舟會　兵庫支部 パラエストラ東大阪

● 前川　陽実（まえかわ　みなみ）　小２　８歳　130ｃｍ　24ｋｇ ＶＳ ○ 松元　奏太（まつもと　かんた）　小２　８歳　127.5ｃｍ　27.5ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　３勝２敗 格闘技歴： １年４ヵ月 〔戦 績〕 なし 格闘技歴： ９ヵ月

判  定 １８－２０

２分５４秒 腕十字固め

中  止

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 ２０－１７

０分１４秒 レフリーストップ

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

１分１９秒 腕十字固め

判  定 １７－２０

０分１６秒 腕十字固め

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

１分２１秒 スリーパーホールド

０分３７秒 スリーパーホールド



第41試合

ＭＭＡ　Ｚジム ゼロ戦クラブ

○ 岩橋　海音（いわはし　かいと）　小３　９歳　132ｃｍ　28ｋｇ ＶＳ ● 下村　侍源（しもむら　じげん）　小３　８歳　127ｃｍ　30.3ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　２年６ヵ月 〔戦 績〕 グラ　２敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　１０ヵ月

第42試合

和術慧舟會　兵庫支部 ゼロ戦クラブ

● 柏原　貫大（かしはら　かんた）　中３　１４歳　165ｃｍ　53Ｋｇ ＶＳ ○ 仁科　力哉（にしな　りきや）　中３　１４歳　162ｃｍ　55.8ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴 ８年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ ２年

第43試合

和術慧舟會　兵庫支部 ＭＭＡ　Ｚジム

● 森田　将圭（もりた　しょうけい）　小５　１０歳　126ｃｍ　27ｋｇ ＶＳ ○ 石原　拳士郎（いしはら　けんしろう）　小６　１１歳　137ｃｍ　32ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１分　グラ　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２勝　８敗　１分　グラ　５勝　４敗　２分 格闘技歴： ＭＭＡ　５年

第44試合

トリニティ・サンズ ゼロ戦クラブ

● 長岡　陽輝（ながおか　ひびき）　小３　９歳　127ｃｍ　28.2ｋｇ ＶＳ ○ 池田　寛太（いけだ　かんた）　小３　８歳　133ｃｍ　33ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　１年６ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　４ヵ月

第45試合

総合格闘技ゴンズジム ＭＭＡ　Ｚジム

○ 岩崎　瑶（いわさき　よう）　小５　１１歳　137ｃｍ　30.2ｋｇ ＶＳ ● 安崎　匠真（あんざき　たくま）　小５　１０歳　138ｃｍ　37ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１８勝　１分　グラ　３勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　３年６ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２勝　３敗　グラ　２勝　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　３年

第46試合

ねわざワールド　阪神支部 ゼロ戦クラブ

○ 小野　海志（おの　かいと）　小３　８歳　128.5ｃｍ　25ｋｇ ＶＳ ● 松本　大和（まつもと　ひろかず）　小３　８歳　130ｃｍ　26ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＢＪＪ　３年６ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第47試合

総合格闘技ゴンズジム ＭＭＡ　Ｚジム

● 津島　啓人（つしま　ひろと）　小６　１２歳　135ｃｍ　31ｋｇ ＶＳ ○ 里見　拓磨（さとみ　たくま）　小６　１２歳　140ｃｍ　36ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１４勝　２敗　２分　グラ　５勝 格闘技歴： MMA・BJJ　３年３ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　４勝　１０敗　グラ　９勝　４敗　１分格闘技歴： ＭＭＡ　５年

第48試合

パラエストラ東大阪 和術慧舟會　兵庫支部

● 苅安　祐一（かりやす　ゆういち）　小５　１０歳　143ｃｍ　35ｋｇ ＶＳ ○ 鈴木　陽太（ずずき　ようた）　小６　１２歳　145ｃｍ　34.8ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　６敗 格闘技歴： ＢＪＪ　１年６ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１分 格闘技歴： １年８ヵ月

第49試合

和術慧舟會　兵庫支部 ゼロ戦クラブ

柏原　柚葉（かしはら　ゆずは）　中１　１２歳　153ｃｍ　50Ｋｇ ＶＳ 欠場 河野　一輝（こうの　かずき）　中２　１３歳　164ｃｍ　54.6ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴： ７年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２敗　グラ　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第50試合

トリニティ・サンズ ゼロ戦クラブ

● 長岡　陽輝（ながおか　ひびき）　小３　９歳　127ｃｍ　28.2ｋｇ ＶＳ ○ 下村　侍源（しもむら　じげん）　小３　８歳　127ｃｍ　30.3ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　１年６ヵ月 〔戦 績〕 グラ　２敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　１０ヵ月

０分１９秒 腕十字固め

判  定 １９－２０

判  定 １９－２０

０分２０秒 腕十字固め

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 ２０－１７

判  定 １９－２０

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　高学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　高学年ルール　3分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 ２０－１８

判  定 １９－２０

中  止

１分２１秒 腕十字固め



第51試合

和術慧舟會　兵庫支部 トリニティ・サンズ

● 岡田　大弥（おかだ　ひろや）　中１　１２歳　150ｃｍ　47ｋｇ ＶＳ ○ 赤星　龍之介（あかほし　りゅうのすけ）　中１　１３歳　157ｃｍ　43ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴 １年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　２年

第52試合

パラエストラ東大阪 ゼロ戦クラブ

○ 高尾　瑠衣斗（たかお　るいと）　小２　７歳　132.5ｃｍ　32ｋｇ ＶＳ ● 荒武　弘汰郎（あらたけ　こうたろう）　小３　８歳　135ｃｍ　33.4ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： BJJ・MMA・空手５ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月

第53試合

ねわざワールド　阪神支部 ＭＭＡ　Ｚジム

● 小野　海志（おの　かいと）　小３　８歳　128.5ｃｍ　25ｋｇ ＶＳ ○ 岩橋　海音（いわはし　かいと）　小３　９歳　132ｃｍ　28ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＢＪＪ　３年６ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　２年６ヵ月

第54試合

総合格闘技道場ＢＵＲST 総合格闘技ゴンズジム

○ 橋本　清志郎（はしもと　きよしろう）　小４　９歳　125ｃｍ　27.8ｋｇＶＳ ● 石垣　楓大（いしがき　ふうた）　小３　9歳　122ｃｍ　24.6ｋｇ

〔戦 績〕 グラ　１０勝　１敗 格闘技歴： ＢＪＪ　４年　グラ　５年 〔戦 績〕 グラ　４勝　２敗　１分 格闘技歴： 柔道　６ヵ月　ＭＭＡ　１年

第55試合

和術慧舟會　兵庫支部 総合格闘技ゴンズジム

○ 鈴木　陽太（ずずき　ようた）　小６　１２歳　145ｃｍ　34.8ｋｇ ＶＳ ● 山田　美海花（やまだ　みみか）　小５　１１歳　145.4ｃｍ　33.7ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　１敗　グラ　１分 格闘技歴： １年８ヵ月 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２敗　グラ　３勝 格闘技歴： ＭＭＡ　１年

第56試合

和術慧舟會　兵庫支部 総合格闘技ゴンズジム

○ 森田　将圭（もりた　しょうけい）　小５　１０歳　126ｃｍ　27ｋｇ ＶＳ ● 高野　蓮（たかの　れん）　小３　９歳　127ｃｍ　30.5ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１分　グラ　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　６勝　４敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１年５カ月

第57試合

ＭＭＡ　Ｚジム 総合格闘技ゴンズジム

● 高野　郁哉（たかの　いくや）　小６　１１歳　145ｃｍ　42.7ｋｇ ＶＳ ○ 黒田　銀汰（くろだ　ぎんた）　小５　１１歳　147ｃｍ　48ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　３勝　５敗　グラ　６勝　５敗 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 グラ　２４勝　９敗　１分 格闘技歴： ＢＪＪ　５年

第58試合

和術慧舟會　兵庫支部 ゼロ戦クラブ

○ 柏原　貫大（かしはら　かんた）　中３　１４歳　165ｃｍ　53Ｋｇ ＶＳ ● 谷　育磨（たに　いくま）　中２　１３歳　162ｃｍ　54.5ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴： ８年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入

第59試合

和術慧舟會　兵庫支部 トリニティ・サンズ

欠場 前川　拓登（まえかわ　たくと）　中３　１４歳　160ｃｍ　44.1ｋｇ ＶＳ 赤星　龍之介（あかほし　りゅうのすけ）　中１　１３歳　157ｃｍ　43ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴： ８年８ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　２年

第60試合

ＭＭＡ　Ｚジム 総合格闘技ゴンズジム

● 安崎　匠真（あんざき　たくま）　小５　１０歳　138ｃｍ　37ｋｇ ＶＳ ○ 山田　美海花（やまだ　みみか）　小５　１１歳　145.4ｃｍ　33.7ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　２勝　３敗　グラ　２勝　２敗 格闘技歴： ＭＭＡ　３年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　２敗　グラ　３勝 格闘技歴： ＭＭＡ　１年

１分０８秒 腕十字固め

判  定 １８－１９

２分０７秒 腕十字固め

判  定 １８－２０

０分１４秒 腕十字固め

判  定 ２０－１７

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　高学年ルール　3分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　高学年ルール　3分　１Ｒ　

中  止

２分２７秒 腕十字固め

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

ＭＭＡ　高学年ルール　3分　１Ｒ　

判  定 １５－２０

判  定 ２０－１７



第61試合

パラエストラ東大阪 総合格闘技ゴンズジム

● 門脇　千賢（かどわき　ちかし）　小４　９歳　125ｃｍ　26ｋｇ ＶＳ ○ 山田　勇咲（やまだ　ゆうさく）　小３　９歳　123.7ｃｍ　24.5ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＢＪＪ　１年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１勝　グラ　４勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１年

第62試合

ゼロ戦クラブ 和術慧舟會　兵庫支部

○ 渡邊　竜士（わたなべ　りゅうじ）　小３　９歳　136ｃｍ　28ｋｇ ＶＳ ● 鮫島　楓香（さめしま　ふうか）　小３　８歳　127ｃｍ　32ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　４ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： 未記入

第63試合

和術慧舟會　兵庫支部 ＭＭＡ　Ｚジム

● 柏原　柚葉（かしはら　ゆずは）　中１　１２歳　153ｃｍ　50Ｋｇ ＶＳ ○ 安芸　柊斗（あき　しゅうと）　中１　１２歳　150ｃｍ　35ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴： ７年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１４勝　５敗　２分　グラ　９勝　４敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　５年

第64試合

和術慧舟會　兵庫支部 総合格闘技ゴンズジム

○ 新城　奈津（しんじょう　なつ）　中３　１４歳　174ｃｍ　75Ｋｇ ＶＳ ● 田中　崇晴（たなか　たかはる）　中３　１５歳　175ｃｍ　65ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１分　グラ　２勝 格闘技歴： ２年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　１ヵ月

第65試合

ＭＭＡ　Ｚジム 総合格闘技ゴンズジム

● 里見　拓磨（さとみ　たくま）　小６　１２歳　140ｃｍ　36ｋｇ ＶＳ ○ 岩崎　瑶（いわさき　よう）　小５　１１歳　137ｃｍ　30.2ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　４勝　１０敗　グラ　９勝　４敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　５年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１８勝　１分　グラ　３勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　３年６ヵ月

第66試合

ＭＭＡ　Ｚジム 和術慧舟會　兵庫支部

● 高野　郁哉（たかの　いくや）　小６　１１歳　145ｃｍ　42.7ｋｇ ＶＳ ○ 岡田　大弥（おかだ　ひろや）　中１　１２歳　150ｃｍ　47ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　３勝　５敗　グラ　６勝　５敗 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 未記入 格闘技歴： １年

第67試合

トリニティ・サンズ 総合格闘技道場ＢＵＲST

● 江後　良唯（えご　らい）　小３　９歳　137ｃｍ　30ｋｇ ＶＳ ○ 橋本　清志郎（はしもと　きよしろう）　小４　９歳　125ｃｍ　27.8ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１敗　グラ　１勝 格闘技歴： ＭＭＡ　２年 〔戦 績〕 グラ　１０勝　１敗 格闘技歴： ＢＪＪ　４年　グラ　５年

第68試合

ＭＭＡ　Ｚジム 修斗ＧＹＭＳ直心会

● 大勝　拓真（おおかつ　たくま）　中２　１３歳　156ｃｍ　44ｋｇ ＶＳ ○ 當房　桂（とうぼう　けい）　中３　１４歳　159ｃｍ　55.9ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　７勝　グラ　４勝　４敗　３分 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１１ヵ月

第69試合

ゼロ戦クラブ パラエストラ東大阪

△ 松本　大和（まつもと　ひろかず）　小３　８歳　130ｃｍ　26ｋｇ ＶＳ △ 門脇　千賢（かどわき　ちかし）　小４　９歳　125ｃｍ　26ｋｇ

〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　６ヵ月 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＢＪＪ　１年

第70試合

ＭＭＡ　Ｚジム トリニティ・サンズ

○ 安芸　柊斗（あき　しゅうと）　中１　１２歳　150ｃｍ　35ｋｇ ＶＳ ● 赤星　龍之介（あかほし　りゅうのすけ）　中１　１３歳　157ｃｍ　43ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１４勝　５敗　２分　グラ　９勝　４敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　５年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　２年

判  定 １９－２０

０分１２秒 スリーパーホールド

判  定 １８－２０

１分３２秒 腕十字固め

２分００秒 スリーパーホールド

１分２９秒

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

判  定 １９－１９

１分２４秒 腕十字固め

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　高学年ルール　3分　１Ｒ　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

２分３１秒 腕十字固め

判  定 １９－２０

腕十字固め



第71試合

和術慧舟會　兵庫支部 総合格闘技ゴンズジム

● 柏原　貫大（かしはら　かんた）　中３　１４歳　165ｃｍ　53Ｋｇ ＶＳ ○ 田中　崇晴（たなか　たかはる）　中３　１５歳　175ｃｍ　65ｋｇ

〔戦 績〕 未記入 格闘技歴： ８年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　１ヵ月

第72試合

ＭＭＡ　Ｚジム トリニティ・サンズ

○ 大勝　拓真（おおかつ　たくま）　中２　１３歳　156ｃｍ　44ｋｇ ＶＳ ● 赤星　龍之介（あかほし　りゅうのすけ）　中１　１３歳　157ｃｍ　43ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　７勝　グラ　４勝　４敗　３分 格闘技歴： ＭＭＡ　４年 〔戦 績〕 初出場 格闘技歴： ＭＭＡ　２年

第73試合

ＭＭＡ　Ｚジム 修斗ＧＹＭＳ直心会

○ 石原　愼之介（いしはら　しんのすけ）　中２　１４歳　158.5ｃｍ　46ｋｇＶＳ ● 當房　桂（とうぼう　けい）　中３　１４歳　159ｃｍ　55.9ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　１３勝　７敗　１分　グラ　１１勝　５敗 格闘技歴： ＭＭＡ　５年 〔戦 績〕 グラ　１勝　１敗 格闘技歴： ＭＭＡ　１１ヵ月

第74試合

ＭＭＡ　Ｚジム 総合格闘技ゴンズジム

● 里見　拓磨（さとみ　たくま）　小６　１２歳　140ｃｍ　36ｋｇ ＶＳ ○ 津島　啓人（つしま　ひろと）　小６　１２歳　135ｃｍ　31ｋｇ

〔戦 績〕 ＭＭＡ　４勝　１０敗　グラ　９勝　４敗　１分 格闘技歴： ＭＭＡ　５年 〔戦 績〕 ＭＭＡ　１４勝　２敗　２分　グラ　５勝 格闘技歴： MMA・BJJ　３年３ヵ月

判  定 １７－２０

１分３３秒 スリーパーホールド

１分４８秒 ストレートアームバー

判  定 ２０－１９

グラップリング　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　中学生ルール　４分　１Ｒ　

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　


