
【大会名】 『2016 Jr.BORDER Championship 』　
第１回　西日本キッズ/ジュニア修斗選手権＆グラップリングOM大会
【主　催】 Jr. BORDER　振興会
【日　時】　2016年　11月　3日（木/祝）
【会　場】　神戸市立　王子スポーツセンター　柔道場
【事務局】　Jr. BORDER　振興会事務局（ゴンズジム内）

■キッズ修斗　キッズ１　　24kg以下級　　3名参加
優　 勝：中島　瑠星　（兵庫/トリニティ・サンズ）
準優勝：辻　　礎楽　（兵庫/トリニティ・サンズ）

■キッズ修斗　キッズ２　　24kg以下級　　5名参加
優　 勝：嶋本　愛士　（兵庫/トリニティ・サンズ）
準優勝：土井　集伍　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム

■キッズ修斗　キッズ２　　28kg以下級　　4名参加
優　 勝：矢野　夢河　（兵庫/トリニティ・サンズ）
準優勝：住村　比佑斗　（兵庫/トリニティ・サンズ）

■キッズ修斗　キッズ４　　28kg以下級　　7名参加
優　 勝：住村　斉明里　（兵庫/トリニティ・サンズ）
準優勝：里見　祥英　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）

■キッズ修斗　キッズ４　　32kg以下級　　3名参加
優　 勝：杉谷　怜哉　（兵庫/トリニティ・サンズ）
準優勝：中島　陸　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）

■キッズ修斗　キッズ６　　36kg以下級　　9名参加
優　 勝：貞岡　愛哉　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
準優勝：金井　拓築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）

■キッズ修斗　キッズ６　　44kg以下級　　4名参加
優　 勝：里見　響　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
準優勝：杉田　藏人　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）

■キッズ修斗　キッズ６　　52kg以下級　　3名参加
優　 勝：須田　旺来　（兵庫/トリニティ・サンズ）
準優勝：高野　蓮　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）

■ジュニア修斗　48kg以下級　　2名参加　
優　 勝：吉井　龍城　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
準優勝：石原　拳士郎　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）

■ジュニア修斗　52kg以下級　　2名参加　
優　 勝：里見　拓磨　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
準優勝：落合　颯馬　（徳島/アンドレイオス）



■グラップリング　MVP　
キッズ１　矢野　来綾 （兵庫/トリニティ・サンズ）
キッズ2　住村　比佑斗 （兵庫/トリニティ・サンズ）
キッズ3　矢野　夢河 （兵庫/トリニティ・サンズ）
キッズ4　住村　斉明里 （兵庫/トリニティ・サンズ）
キッズ5　金井　拓築 （大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
キッズ6　坂本　貫汰郎 （徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
ジュニア　岸田　宙大 （兵庫/柔専館）

■グラップリング　敢闘賞　
辻　　礎楽　（兵庫/トリニティ・サンズ）
間渕　俠士郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
矢野　夢河　（兵庫/トリニティ・サンズ）
里見　祥英　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
西田　光輝　（兵庫/西神BJJ）
杉田　藏人　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
島田　太陽　（大阪/パラエストラ東大阪）

【第1試合】　キッズ修斗　キッズ2　　24kg以下級 1回戦　3分1R　
×赤坂　呼春　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　27-30
○間渕　俠士郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※小堀9-10/土井9-10/増田9-10

【第2試合】　キッズ修斗　キッズ4　　28kg以下級 1回戦　3分1R　
×間渕　源次郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
S 2'19"
○土井　陽誠　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※腕十字固め

【第3試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 1回戦　3分1R　
○島田　太陽　（大阪/パラエストラ東大阪）
判定　30-27
×矢野　倖也　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※小堀10-9/土井10-9/増田10-9

【第4試合】　キッズ修斗　キッズ2　　28kg以下級 準決勝　3分1R　
×中島　咲　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
S 1'54"
○住村　比佑斗　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※V1アームロック

【第5試合】　キッズ修斗　キッズ2　　28kg以下級 準決勝　3分1R　
○矢野　夢河　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 1'19"
×細川　瑞生　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※腕十字固め



【第6試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 1回戦　3分1R　
×武島　樹里　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
S 1'17"
○亀井　修真　（大阪/直心会生野道場　ＴＫ６８）
※アキレス腱固め

【第7試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 1回戦　3分1R　
○金井　拓築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
判定　29-28
×細川　大輝　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※小堀10-9/土井9-10/増田10-9

【第8試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 1回戦　3分1R　
×間渕　芯之介　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
S 1'23"
○夏伐　達也　（徳島/アンドレイオス）
※腕十字固め

【第9試合】　キッズ修斗　キッズ4　　28kg以下級 1回戦　3分1R　
×山口　天乃甫　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
判定　28-29
○里見　祥英　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※小堀9-10/土井10-9/増田9-10

【第10試合】　キッズ修斗　キッズ4　　28kg以下級 1回戦　3分1R　
×間渕　快次郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
S 1'09"
○矢野　塁翔　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※腕十字固め

【第11試合】　キッズ修斗　キッズ4　　32kg以下級 準決勝　3分1R　
×塩見　丞太郎　（大阪/パラエストラ東大阪）
判定　27-30
○中島　陸　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※小堀9-10/土井9-10/増田9-10

【第12試合】　キッズ修斗　キッズ2　　24kg以下級 準決勝　3分1R　
×山岡　斗和　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'26"
○土井　集伍　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※腕十字固め

【第13試合】　キッズ修斗　キッズ2　　24kg以下級 準決勝　3分1R　
○嶋本　愛士　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　30-27
×間渕　俠士郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※小堀10-9/土井10-9/増田10-9

【第14試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 準々決勝　3分1R　
○貞岡　愛哉　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム
S 0'16"
×島田　太陽　（大阪/パラエストラ東大阪
※腕十字固め

【第15試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 準々決勝　3分1R　
○金井　拓築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
失格 1'42"
×亀井　修真　（大阪/直心会生野道場　ＴＫ６８）
※亀井選手バスターによる反則の為



【第16試合】　キッズ修斗　キッズ6　　52kg以下級 準決勝　3分1R　
×江後　良唯　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　27-30
○高野　蓮　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※小堀9-10/土井9-10/増田9-10

【第17試合】　キッズ修斗　キッズ4　　28kg以下級 準決勝　3分1R　
×矢野　塁翔　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　28-29
○里見　祥英　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※小堀10-9/土井9-10/増田9-10

【第18試合】　キッズ修斗　キッズ4　　28kg以下級 準決勝　3分1R　
○住村　斉明里　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 2'13"
×土井　陽誠　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※腕十字固め

【第19試合】　キッズ修斗　キッズ1　　24kg以下級 準決勝　2分1R　
○中島　瑠星　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'14"
×武島　右京　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第20試合】　キッズ修斗　キッズ6　　44kg以下級 準決勝　3分1R　
×山口　みこと　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
判定　27-30
○杉田　藏人　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※小堀9-10/土井9-10/増田9-10

【第21試合】　キッズ修斗　キッズ6　　44kg以下級 準決勝　3分1R　
×金井　隆築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
判定　27-30
○里見　響　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※小堀9-10/土井9-10/増田9-10

【第22試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 準決勝　3分1R　
○貞岡　愛哉　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
S 2'16"
×夏伐　達也　（徳島/アンドレイオス）
※腕十字固め

【第23試合】　キッズグラップリング　キッズ1　3分1R　
○矢野　来綾 （兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'31"
×武島　右京 （大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第24試合】　キッズグラップリング　キッズ2　3分1R　
×山岡　斗和 （兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　18-20
○間渕　俠士郎 （大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井9-10/増田9-10

【第25試合】　キッズグラップリング　キッズ3　3分1R　
×嶋本　愛士 （兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　18-20
○里見　祥英 （徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※土井9-10/増田9-10



【第26試合】　キッズグラップリング　キッズ4　3分1R　
×矢野　塁翔　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　18-20
○中島　陸　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井9-10/増田9-10

【第27試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○谷口　健人 （兵庫/西神BJJ）
判定　20-18
×坂本　貫汰郎 （徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※土井10-9/増田10-9

【第28試合】　キッズグラップリング　キッズ5　3分1R　
×塩見　丞太郎 （大阪/パラエストラ東大阪） 
判定　18-20
○金井　拓築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井9-10/増田9-10

【第29試合】　キッズグラップリング　キッズ5　3分1R　
×白石　泰智 （兵庫/西神BJJ）
S 0'19"
○貞岡　愛哉　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※腕十字固め

【第30試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○西田　光輝 （兵庫/西神BJJ）
判定　20-18
×田中　　陽　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井10-9/増田10-9

【第31試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×矢野　倖也　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'21"
○鸙野　佑真　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※スリーパーホールド

【第32試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
△杉田　藏人　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
判定　19-19
△武島　樹里　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井9-10/増田10-9

【第33試合】　キッズグラップリング　キッズ2　3分1R　
○住村　比佑斗　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'26"
×貞岡　毅龍　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※腕十字固め

【第34試合】　キッズグラップリング　キッズ3　3分1R　
○細川　瑞生　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 1'20"
×間渕　快次郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第35試合】　キッズグラップリング　キッズ4　3分1R　
○住村　斉明里　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　20-18
×土井　陽誠　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井10-9/増田10-9



【第36試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○須田　旺来　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　20-18
×太田　来雅 （徳島/アンドレイオス）
※土井10-9/増田10-9

【第37試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×谷口　健人 （兵庫/西神BJJ）
S 1'20"
○高野　蓮　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※スリーパーホールド

【第38試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○島田　太陽　（大阪/パラエストラ東大阪）
S 0'47"
×間渕　芯之介　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第39試合】　キッズグラップリング　キッズ1　3分1R　
○辻　　礎楽　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'37"
×武島　右京 （大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第40試合】　キッズグラップリング　キッズ4　3分1R　
○白石　泰智 （兵庫/西神BJJ）
判定　20-19
×土井　集夢　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井10-10/増田10-9

【第41試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×夏伐　達也　（徳島/アンドレイオス）
判定　18-20
○亀井　修真　（大阪/直心会生野道場　ＴＫ６８）
※土井9-10/増田9-10

【第42試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○細川　大輝　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 2'12"
×岡本　龍我 （大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第43試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
貞岡　愛哉　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
中止
金井　隆築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※金井選手負傷欠場の為

【第44試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○西田　光輝 （兵庫/西神BJJ）
判定　20-18
×山口　みこと　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井10-9/増田10-9

【第45試合】　中止　



【第46試合】　キッズグラップリング　キッズ1　3分1R　
○中島　瑠星　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'13"
×武島　右京　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第47試合】　キッズグラップリング　キッズ4　3分1R　
○杉谷　怜哉　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 1'07"
×安芸　志隆 （徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※腕十字固め

【第48試合】　キッズグラップリング　キッズ4　3分1R　
×間渕　快次郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
判定　18-20
○里見　祥英　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※土井9-10/増田9-10

【第49試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
谷口　健人 （兵庫/西神BJJ）
中止
松元　奏太 （大阪/パラエストラ東大阪） 
※谷口選手負傷欠場の為

【第50試合】　キッズグラップリング　キッズ2　3分1R　
○細川　瑞生　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　20-18
×貞岡　毅龍　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井10-9/増田10-9

【第51試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×太田　来雅 （徳島/アンドレイオス）
判定　18-20
○高野　蓮　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井9-10/増田9-10

【第52試合】　Jr.グラップリング　4分1R　
×夏伐　達也　（徳島/アンドレイオス）
S 0'20"
○岸田　宙大 （兵庫/柔専館）
※チキンウィングアームロック

【第53試合】　Jr.グラップリング　4分1R　
×落合　颯馬　（徳島/アンドレイオス）
判定　18-20
○吉井　龍城　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井9-10/増田9-10

【第54試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○島田　太陽　（大阪/パラエストラ東大阪）
判定　20-18
×矢野　倖也　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※土井10-9/増田10-9

【第55試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×西田　光輝 （兵庫/西神BJJ）
S 2'40"
○里見　響　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※スリーパーホールド



【第56試合】　キッズグラップリング　キッズ5　3分1R　
○塩見　丞太郎 （大阪/パラエストラ東大阪） 
S 2'18"
×岡本　龍我 （大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め

【第57試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×坂本　貫汰郎 （徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
S 0'44"
○江後　良唯　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※ストレートアームバー

【第58試合】　Jr.グラップリング　4分1R　
○里見　拓磨　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
S 0'11"
×大西　燎 （徳島/アンドレイオス）
※腕十字固め

【第59試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×貞岡　愛哉　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
判定　18-20
○松元　奏太 （大阪/パラエストラ東大阪） 
※土井9-10/増田9-10

【第60試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○杉田　藏人　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
判定　20-18
×鸙野　佑真　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井10-9/増田10-9

【第61試合】　キッズグラップリング　キッズ4　3分1R　
○安芸　志隆 （徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
判定　20-18
×間渕　源次郎　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井10-9/増田10-9

【第62試合】　キッズグラップリング　キッズ2　3分1R　
×赤坂　呼春　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　18-20
○中島　咲　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井9-10/増田9-10

【第63試合】　キッズグラップリング　キッズ3　3分1R　
○矢野　夢河　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　20-18
×山口　天乃甫　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井10-9/増田10-9

【第64試合】　Jr.グラップリング　4分1R　
×藤田　竜士 （徳島/アンドレイオス）
S 0'45"
○石原　拳士郎　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※V1アームロック

【第65試合】　キッズグラップリング　キッズ5　3分1R　
○杉谷　怜哉　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 1'14"
×岡本　龍我 （大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※腕十字固め



【第66試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○須田　旺来　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 0'13"
×坂本　貫汰郎 （徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※V1アームロック

【第67試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
×田中　　陽　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
判定　18-20
○杉田　藏人　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井9-10/増田9-10

【第68試合】　キッズグラップリング　キッズ2　3分1R　
○住村　比佑斗　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　20-18
×土井　集伍　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井10-9/増田10-9

【第69試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○夏伐　達也 （徳島/アンドレイオス）
判定　20-18
×金井　拓築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※土井10-9/増田10-9

【第70試合】　キッズグラップリング　キッズ4　3分1R　
×塩見　丞太郎 （大阪/パラエストラ東大阪） 
判定　18-20
○土井　集夢　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※土井9-10/増田9-10

【第71試合】　Jr.グラップリング　4分1R　
×大西　燎 （徳島/アンドレイオス）
S 0'33"
○岸田　宙大 （兵庫/柔専館）
※腕十字固め

【第72試合】　キッズグラップリング　キッズ6　3分1R　
○松元　奏太 （大阪/パラエストラ東大阪） 
S 1'35"
×亀井　修真　（大阪/直心会生野道場　ＴＫ６８）
※腕十字固め

【第73試合】　キッズ修斗　キッズ1　　24kg以下級 決勝　2分1R　
×辻　　礎楽　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 1'37"
○中島　瑠星　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※スリーパーホールド

【第74試合】　キッズ修斗　キッズ2　　24kg以下級 決勝　3分1R　
○嶋本　愛士　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　30-27
×土井　集伍　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※小堀10-9/土井10-9/増田10-9

【第75試合】　キッズ修斗　キッズ2　　28kg以下級 決勝　3分1R　
○矢野　夢河　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 1'39"
×住村　比佑斗　（兵庫/トリニティ・サンズ）
※腕十字固め



【第76試合】　キッズ修斗　キッズ4　　32kg以下級 決勝　3分1R　
○杉谷　怜哉　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 2'34"
×中島　陸　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※腕十字固め

【第77試合】　キッズ修斗　キッズ4　　28kg以下級 決勝　3分1R　
○住村　斉明里　（兵庫/トリニティ・サンズ）
S 2'17"
×里見　祥英　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
※腕十字固め

【第78試合】　キッズ修斗　キッズ6　　44kg以下級 決勝　3分1R　
○里見　響　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
S 1'52"
×杉田　藏人　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※V1アームロック

【第79試合】　キッズ修斗　キッズ6　　52kg以下級 決勝　3分1R　
○須田　旺来　（兵庫/トリニティ・サンズ）
判定　30-28
×高野　蓮　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
※小堀10-9/土井10-10/増田10-9

【第80試合】　ジュニア修斗　52kg以下級 決勝　4分1R　
○里見　拓磨　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
S 0'39"
×落合　颯馬　（徳島/アンドレイオス）
※腕十字固め

【第81試合】　ジュニア修斗　48kg以下級 決勝　4分1R　
×石原　拳士郎　（徳島/ＭＭＡ　Ｚジム）
判定　27-30
○吉井　龍城　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※小堀9-10/土井9-10/増田9-10

【第82試合】　キッズ修斗　キッズ6　　36kg以下級 決勝　3分1R　
○貞岡　愛哉　（兵庫/総合格闘技ゴンズジム）
判定　30-28
×金井　拓築　（大阪/修斗ＧＹＭＳ直心会）
※小堀10-9/土井10-10/増田10-9


