
第１試合

○ 総合格闘技ゴンズジム

1:25

● 総合格闘技　Ｚジム

第２試合

○ 総合格闘技ゴンズジム

2:16

● 総合格闘技　Ｚジム

第３試合

● ゼロ戦クラブ

判定 １７－２０

○ トリニティーサンズ

第４試合

○ 総合格闘技ゴンズジム

1:17

● ファイティング・スポーツジムＴＫ６８

第５試合

○ 和術慧舟會　兵庫支部

3:22

● 総合格闘技ゴンズジム

第６試合

○ 和術慧舟會　兵庫支部

3:51

● 総合格闘技　Ｚジム

第７試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

判定 １６－２０

○ 総合格闘技　Ｚジム

Jr.BORDER ACT.1　試合結果　　　　2013. 4. 29

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

土井　集夢（どい　あつむ）６歳　年長　20.5Ｋｇ

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

岩崎　瑶（いわさき　よう）１１歳　小５　30.0Kg

里見　拓磨（さとみ　たくま）１１歳　小６　32.0Kg

里見　祥英（さとみ　しょうえい）５歳 年長 16.0Ｋｇ

腕十字固め　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

佐々木　哉人（ささき　かなと）９歳　小４　37.0Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

中津　伊織（なかつ　いおり）１４歳　中３　57.0Kg

河野　凌吾（こうの　りょうご）１４歳　中３　54.0Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　４分　１Ｒ　

柏原　貫大（かしはら　かんた）１４歳　中３　50.0Kg

石原　愼之介（いしはら　しんのすけ）１３歳　中２　46.0Kg

アキレス腱固め

レフリーストップ

腕十字固め　

腕十字固め　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

下村　じげん（しもむら　じげん）８歳　小３　27.0Kg

須田　旺来（すだ　おうら）7歳　小２　31.5Kg

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

山田　勇咲（やまだ　ゆうさく）８歳　小３　24.1Kg

亀井　修真（かめい　しゅうま）7歳　小２　23.9Kg

安崎　匠真（あんざき　たくま）１０歳　小５　34.5Kg



第８試合

● 総合格闘技ゴンズジム

判定 １８－２０

○ トリニティーサンズ

第９試合

○ 総合格闘技ゴンズジム

判定 １９－１７

● 和術慧舟會　兵庫支部

第１０試合

○ 総合格闘技　Ｚジム

2:50

● 総合格闘技　Ｚジム

第１１試合

○ 総合格闘技　Ｚジム

1:06

● 和術慧舟會　兵庫支部

第１２試合

○ 総合格闘技　Ｚジム

判定 ２０－１８

● 総合格闘技ゴンズジム

第１３試合

● 総合格闘技　Ｚジム

1:33

○ 和術慧舟會　兵庫支部

第１４試合

○ ゼロ戦クラブ

1:30

● 和術慧舟會　兵庫支部

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

高野　郁哉（たかの　いくや）１１歳　小６　42.0Kg

柏原　柚葉（かしはら　ゆずは）１２歳　中１　48.0Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

仁科　太志（にしな　ふとし）１３歳　中２　44.0Kg

岡田　大弥（おかだ　ひろや）１２歳　中１　44.0Kg

グラップリング　高学年ルール　３分　１Ｒ　

石原　拳士郎（いしはら　けんしろう）１１歳　小６　31.0Kg

山田 美海花（やまだ　みみか）10歳　小５　32.5Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

津島　啓人（つしま　ひろと）１１歳　小６　30.2Kg

中津　勇海（なかつ　いさみ）１２歳　中１　45.0Kg

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

里見　祥英（さとみ　しょうえい）５歳　年長 16.0Ｋｇ

安芸　志隆（あき　しりゅう）５歳　年長　18.0Kg

腕十字固め　

腕十字固め　

スリーパーホールド　

スリーパーホールド　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

石垣　楓大（いしがき　ふうた）８歳　小３　24.5Kg

江後　良唯（えご　らい）８歳　小３　29.0Kg

グラップリング　高学年ルール　３分　１Ｒ　

里見　拓磨（さとみ　たくま）１１歳　小６　32.0Kg

森田　将圭（もりた　しょうけい）10歳　小５　26.0Kg



第１５試合

● トリニティーサンズ

判定 １８－２０

○ 総合格闘技ゴンズジム

第１６試合

● 総合格闘技　Ｚジム

1:16

○ 総合格闘技ゴンズジム

第１７試合

○ 和術慧舟會　兵庫支部

3:38

● ゼロ戦クラブ

第１８試合

欠場 和術慧舟會　兵庫支部

修斗GYMS直心会

第１９試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

1:27

○ 総合格闘技　Ｚジム

第２０試合

○ 総合格闘技ゴンズジム

0:50

● 総合格闘技　Ｚジム

第２１試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

判定 １７－２０

○ 総合格闘技　Ｚジム

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

中津　勇海（なかつ　いさみ）１２歳　中１　45.0Kg

大勝　拓真（おおかつ　たくま）１３歳　中２ 41.3Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

森田　将圭（もりた　しょうけい）10歳　小５　26.0Kg

石原　拳士郎（いしはら　けんしろう）１１歳　小６　31.0Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

岩崎　瑶（いわさき　よう）１１歳　小５　30.0Kg

高野　郁哉（たかの　いくや）１１歳　小６　42.0Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　４分　１Ｒ　

柏原　貫大（かしはら　かんた）１４歳　中３　50.0Kg

仁科　力哉（にしな　りきや）１４歳　中３　56.0Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

新城　奈津（しんじょう　なつ）１４歳　中３　68.0Kg

當房　桂（とうぼう　けい）１４歳　中３　52.0Kg

アキレス腱固め

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

須田　旺来（すだ　おうら）７歳　小２　31.5Kg

山田　勇咲（やまだ　ゆうさく）８歳　小３　24.1Kg

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

安芸　志隆（あき　しりゅう）５歳　年長　18.0Kg

土井　集夢（どい　あつむ）６歳　年長　20.5Ｋｇ

腕十字固め　

ストレートアームバー　

腕十字固め　



第２２試合

● ゼロ戦クラブ

判定 １７－２０

○ 総合格闘技　Ｚジム

第２３試合

○

1:58

● 和術慧舟會　兵庫支部

第２４試合

● 総合格闘技ゴンズジム

0:39

○ 総合格闘技　Ｚジム

第２５試合

● 総合格闘技ゴンズジム

0:31

○ ファイティング・スポーツジムＴＫ６８

第２６試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

判定 １５－２０

○ ゼロ戦クラブ

第２７試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

2:14

○

第２８試合

● トリニティーサンズ

判定 １８－２０

○ 総合格闘技ゴンズジム

総合格闘技ゴンズジム

佐々木　哉人（ささき　かなと）９歳　小４　37.0Kg

黒田　銀汰（くろだ　ぎんた）１０歳　小５　44.0Kg

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

長岡　陽輝（ながおか　ひびき）８歳　小３　24.0Kg

石垣　楓大（いしがき　ふうた）８歳　小３　24.5Kg

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

土井　集夢（どい　あつむ）６歳　年長　20.5Ｋｇ

亀井　修真（かめい　しゅうま）7歳　小２　23.9Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

柏原　貫大（かしはら　かんた）１４歳　中３　50.0Kg

仁科　力哉（にしな　りきや）１４歳　中３　56.0Kg

グラップリング　高学年ルール　３分　１Ｒ　

総合格闘技ゴンズジム黒田　銀汰（くろだ　ぎんた）１０歳　小５　44.0Kg

柏原　柚葉（かしはら　ゆずは）１２歳　中１　48.0Kg

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

山田　美海花（やまだ　みみか）10歳 小５ 32.5Kg

安崎　匠真（あんざき　たくま）１０歳　小５　34.5Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

仁科　太志（にしな　ふとし）１３歳　中２　44.0Kg

安藝　柊斗（あき　しゅうと）１２歳　中１　35.0Kg

腕十字固め　

アキレス腱固め

スリーパーホールド　

腕十字固め　

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　



第２９試合

欠場 和術慧舟會　兵庫支部

総合格闘技ゴンズジム

第３０試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

判定 １８－２０

○ 総合格闘技　Ｚジム

第３１試合

● 総合格闘技ゴンズジム

判定 １７－２０

○ 総合格闘技　Ｚジム

第３２試合

○ 和術慧舟會　兵庫支部

1:07

● ゼロ戦クラブ

第３３試合

○ 和術慧舟會　兵庫支部

2:22

● ゼロ戦クラブ

第３４試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

1:37

○

第３５試合

ファイティング・スポーツジムＴＫ６８

ドロー １９－１９

総合格闘技ゴンズジム

総合格闘技ゴンズジム

岡田　大弥（おかだ　ひろや）１２歳　中１　44.0Kg

黒田　銀汰（くろだ　ぎんた）１０歳　小５　44.0Kg

腕十字固め　

ストレートアームバー　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

亀井　修真（かめい　しゅうま）７歳　小２　23.9Kg

石垣　楓大（いしがき　ふうた）８歳　小３　24.5Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

柏原　貫大（かしはら　かんた）１４歳　中３　50.0Kg

河野　一輝（こうの　かずき）１３歳　中２　54.0Kg

グラップリング　高学年ルール　３分　１Ｒ　

腕十字固め　

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

津島　啓人（つしま　ひろと）１１歳　小６　30.2Kg

里見　拓磨（さとみ　たくま）１１歳　小６　32.0Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

中津　伊織（なかつ　いおり）１４歳　中３　57.0Kg

仁科　力哉（にしな　りきや）１４歳　中３　56.0Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

新城　奈津（しんじょう　なつ）１４歳　中３　68.0Kg

河野　凌吾（こうの　りょうご）１４歳　中３　54.0Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　４分　１Ｒ　

柏原　柚葉（かしはら　ゆずは）１２歳　中１　48.0Kg

大勝　拓真（おおかつ　たくま）１３歳　中２　41.3Ｋｇ



第３６試合 ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

● トリニティーサンズ

判定 １８－２０

○ 総合格闘技ゴンズジム

第３７試合 ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

● トリニティーサンズ

0:34

○ 総合格闘技ゴンズジム

第３８試合 グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

○ トリニティーサンズ

判定 ２０－１８

● ゼロ戦クラブ

第３９試合 グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

○ 総合格闘技　Ｚジム

0:15

● 修斗GYMS直心会

第４０試合

総合格闘技　Ｚジム

ドロー １９－１９

和術慧舟會　兵庫支部

第４１試合

○ 総合格闘技　Ｚジム

判定 ２０－１８

● 総合格闘技ゴンズジム

第４２試合

● ゼロ戦クラブ

2:41

○ 総合格闘技ゴンズジム

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

河野　一輝（こうの　かずき）１３歳　中２　54.0Kg

河野　凌吾（こうの　りょうご）１４歳　中３　54.0Kg

江後　良唯（えご　らい）８歳　小３　29.0Kg

下村　じげん（しもむら　じげん）８歳　小３　27.0Kg

石原　愼之介（いしはら　しんのすけ）１３歳　中２　46.0Kg

當房　桂（とうぼう　けい）１４歳　中３　52.0Kg

グラップリング　高学年ルール　３分　１Ｒ　

石原　拳士郎（いしはら　けんしろう）１１歳　小６　31.0Kg

森田　将圭（もりた　しょうけい）10歳　小５　26.0Kg

腕十字固め　

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

安崎　匠真（あんざき　たくま）１０歳　小５　34.5Kg

高野　蓮（たかの　れん）８歳　小３　27.0Kg

須田　旺来（すだ　おうら）７歳　小２　31.5Kg

高野　蓮（たかの　れん）８歳　小３　27.0Kg

長岡　陽輝（ながおか　ひびき）８歳　小３　24.0Kg

山田　勇咲（やまだ　ゆうさく）８歳　小３　24.1Kg

腕十字固め　

チキンウィング　



第４３試合

● ゼロ戦クラブ

判定 １７－２０

○ 総合格闘技　Ｚジム

第４４試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

判定 １６－２０

○ 総合格闘技ゴンズジム

第４５試合

● 総合格闘技　Ｚジム

判定 １８－２０

○ 総合格闘技ゴンズジム

第４６試合

● トリニティーサンズ

判定 １７－１９

○ 総合格闘技ゴンズジム

第４７試合

総合格闘技　Ｚジム

ドロー １９－１９

総合格闘技ゴンズジム

第４８試合

○ 修斗ＧＹＭＳ直心会

2:45

● 総合格闘技ゴンズジム

第４９試合

○ 和術慧舟會　兵庫支部

0:34

● ゼロ戦クラブ

ＭＭＡ　高学年ルール　４分　１Ｒ　

中津　伊織（なかつ　いおり）１４歳　中３　57.0Kg

河野　一輝（こうの　かずき）１３歳　中２　54.0Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

安藝　柊斗（あき　しゅうと）１２歳　中１　35.0Kg

岩崎　瑶（いわさき　よう）１１歳　小５　30.0Kg

グラップリング　高学年ルール　４分　１Ｒ　

當房　桂（とうぼう　けい）１４歳　中３　52.0Kg

河野　凌吾（こうの　りょうご）１４歳　中３　54.0Kg

グラップリング　高学年ルール　３分　１Ｒ　

高野　郁哉（たかの　いくや）１１歳　小６　42.0Kg

黒田　銀汰（くろだ　ぎんた）１０歳　小５　44.0Kg

ＭＭＡ　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

江後　良唯（えご　らい）８歳　小３　29.0Kg

高野　蓮（たかの　れん）８歳　小３　27.0Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　４分　１Ｒ　

仁科　太志（にしな　ふとし）１３歳　中２　44.0Kg

石原　愼之介（いしはら　しんのすけ）１３歳　中２　46.0Kg

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

佐々木　哉人（ささき　かなと）９歳　小４　37.0Kg

山田 美海花（やまだ　みみか）１０歳　小５　32.5Kg

三角絞め　

Ｖ１アームロック　



第５０試合

● 和術慧舟會　兵庫支部

1:40

○ 総合格闘技　Ｚジム

第５１試合

トリニティーサンズ

ドロー １９－１９

ゼロ戦クラブ

第５２試合

総合格闘技　Ｚジム

ドロー １８－１８

総合格闘技ゴンズジム

第５３試合

○ 総合格闘技　Ｚジム

1:16

● 和術慧舟會　兵庫支部

ＭＭＡ　高学年ルール　４分　１Ｒ　

石原　愼之介（いしはら　しんのすけ）１３歳　中２　46.0Kg

中津　勇海（なかつ　いさみ）１２歳　中１　45.0Kg

グラップリング　中・低学年ルール　３分　１Ｒ　

長岡　陽輝（ながおか　ひびき）８歳　小３　24.0Kg

下村　じげん（しもむら　じげん）８歳　小３　27.0Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　３分　１Ｒ　

安藝　柊斗（あき　しゅうと）１２歳　中１　35.0Kg

津島　啓人（つしま　ひろと）１１歳　小６　30.2Kg

ＭＭＡ　高学年ルール　４分　１Ｒ　

岡田　大弥（おかだ　ひろや）１２歳　中１　44.0Kg

大勝　拓真（おおかつ　たくま）１３歳　中２　41.3Kg

腕十字固め　

腕十字固め　


