
【試合結果】　


［第０試合］ 

テストマッチ・キッズ４ルール 40kg以下（非公式戦）

×上野 晃聖　正道会館菱川道場 

S 1’40”  ※腕ひしぎ十字固め

◯小山 朝太郎 有永道場Team Resolve


［第１試合］ 

修斗グラップリング エキスパートトーナメント フェザー級 決勝戦

◯平 賢二郎　T-rex柔術アカデミー

判定 3-0

×水田 大智　有永道場Team Resolve


［第２試合］ 

修斗グラップリング エキスパートトーナメント ライトヘビー級 1回戦

×石村 勝紀　グラドー会館

S 3’30”  ※ストレートアームバー

◯脇坂 智太郎　有永道場Team Resolve


［第３試合］ 

修斗グラップリングビギナートーナメント ライト級 決勝戦

×石村 敏生　Van-wolf

判定 0-3

◯北原 宏輝　直心会TK68


［第４試合］ 

キッズ修斗オープントーナメント・キッズ６ 40kg以下 1回戦

◯福岡 怜英　正道会館菱川道場

TS 2’57”  ※腕ひしぎ十字固め

×榎本 輝希   赤崎道場A-spirit


［第５試合］ 

キッズ修斗オープントーナメント・キッズ４ 32kg以下 1回戦

◯江頭 明賢　赤崎道場A-spirit

判定 3-0

×大津 海聖　有永道場Team Resolve




［第６試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・フライ級 1回戦

◯前村 知優  チーム・プラン

TKO 2’26”  ※出血によるドクターストップ

×野村 斗威　TKエスペランサ


［第７試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・フライ級 1回戦

×堀澤 義紀　有永道場 Team Resolve

判定 0-3

◯小池 湊　BRASH


［第８試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・バンタム級 1回戦

×渡邉 大和　BRASH

判定 0-3

◯田口 聖夏　TKエスペランサ


［第９試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・フェザー級 1回戦

◯中野　武志　personal styles

判定 3-0

×久光 優　毛利道場


［第１０試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・フェザー級 1回戦

×福田 侑飛　Lotus福岡古賀道場

判定 1-2

◯江山 慶一　有永道場 Team Resolve


［第１１試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・ウェルター級 1回戦

◯上野 丈志　マスタージャパン山口宇部

S 1’17”  ※腕ひしぎ十字固め

×俵 風五  BRASH




［第１２試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・ウェルター級 1回戦

◯柴村　拓弥　有永道場 Team Resolve

不戦勝  ※欠場

×津田　麿賢  BRASH


［第１３試合］ 

ビギナー修斗ワンマッチ・バンタム級

×山口 栄作　有永道場 Team Resolve

KO 2R 0’16”  ※ハイキック（山口選手 60日間の出場停止）

◯中尾 凱浩  毛利道場


［第１４試合］ 

ビギナー修斗・ワンマッチ ライト級	 

◯榎 正樹　personal styles

判定 2-1

×石田 頌治　095BJJ長崎柔術


［第１５試合］ 

キッズ修斗オープントーナメント・キッズ６ 40kg以下 1回戦

×野村 大也　赤崎道場A-spirit

TS 1’43”  ※アームロック

◯品川 斗吾  毛利道場


［第１６試合］ 

キッズ修斗オープントーナメント・キッズ６ 40kg以下 2回戦

◯福岡 怜英　正道会館菱川道場

TS 1’22”  ※V1アームロック

×堤 玄匠  赤崎道場A-spirit


［第１７試合］ 

プレキッズ修斗キッズ１・ワンマッチ 22キロ以下（非公式戦）

◯榎本 絆　赤崎道場A-spirit

判定 3-0

×小山 浩太郎  有永道場Team Resolve 

　　




［第１８試合］ 

プレキッズ修斗キッズ２・ワンマッチ 20キロ以下（非公式戦）

◯大津 愛珠　有永道場Team Resolve

TS 1’48”  ※腕ひしぎ十字固め

×熊谷 祐聖   有永道場Team Resolve 


［第１９試合］ 

プレキッズ修斗キッズ４・ワンマッチ ４４キロ以下（非公式戦）

◯二宮 颯真　正道会館菱川道場

TS 1’40”  ※三角腕十字固め

×赤崎 瑛虎 　赤崎道場A-SPIRIT 


［第２０試合］ 

プレビギナー修斗・ワンマッチ 68キロ以下（非公式戦）

×新村 裕太 　赤崎道場A-SPIRIT

KO 1’15”  ※スタンドパンチ（新村選手 60日間の出場停止）

◯岡田 佳也 　有永道場Team Resolve

　　　　　　   　　     　

［第２１試合］ 

アマチュア修斗・ルーキーワンマッチ バンタム級	 

×古田 瑞紀 　BRASH

判定 0-3

◯堤 誠悟 　有永道場Team Resolve


［第２２試合］ 

ビギナー修斗・ワンマッチ バンタム級	 

◯松田 空　TOPTIER

判定 3-0

×中尾 凱浩　毛利道場　　　　　　   　　　　 


［第２３試合］ 

ビギナー修斗・ワンマッチ フェザー級	 	 

△太田 理貴　Van-wolf

判定 0-0

△徳永 祐也 　有永道場Team Resolve　　　




［第２４試合］ 

ビギナー修斗・ワンマッチ フェザー級	 	 

×中西 亮太　Van-wolf

判定 0-2

◯渡邉 智成　有永道場Team Resolve　　　


［第２５試合］ 

ビギナー修斗・ワンマッチ ライト級	 	 	 

◯石田 陽祐　BRASH

2R KO 1’28”  ※スタンドパンチ（石田頌治選手60日間の出場停止）

◯石田 頌治　095BJJ長崎柔術　　


［第２６試合］ 

修斗グラップリング エキスパートトーナメント ライトヘビー級 決勝戦

×盆子原 一彦　Van-wolf

S 3’50”  ※アキレス腱固め

◯脇坂 智太郎　有永道場Team Resolve


［第２７試合］ 

キッズ修斗オープントーナメント・キッズ４ 32kg以下 決勝戦

◯小山 丈太郎　有永道場Team Resolve

S 1R 1’40”  ※スリーパーホールド

×江頭 明賢　赤崎道場A-spirit


［第２８試合］ 

キッズ修斗オープントーナメント・キッズ６ 40kg以下 決勝戦

◯品川 斗吾    毛利道場

判定 3-0

×福岡　怜英　正道会館菱川道場


［第２９試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント ライト級 決勝戦

×宮本　芳洋　マスタージャパン山口宇部

KO 1R 2’25”  ハイキック（宮本選手 60日間の出場停止）

◯松浦 真実也   TOPTIER




［第３０試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・フライ級 決勝戦

◯前村 知優　チーム・プラン

本戦 判定 0-0・延長戦 判定 3-0

×小池 湊　BRASH


［第３１試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・バンタム級 決勝戦

×柏村 浄　TKエスペランサ

判定 0-3

◯田口 聖夏　TKエスペランサ


［第３２試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・フェザー級 決勝戦

◯中野 武志　personal styles

判定 3-0

×江山 慶一   有永道場Team Resolve


［第３３試合］ 

アマチュア修斗オープントーナメント・ウェルター級 決勝戦

◯上野 丈志　マスタージャパン山口宇部

判定 3-0

×柴村 拓弥   有永道場Team Resolve



