
ストロー級（ 52.2kg以下）　４名参加

優勝　　秋吉拓史（総合格闘技道場コブラ会）

準優勝　高橋虎太郎（総合格闘技STF）

　　 　　  ┏━━ 高橋虎太郎（総合格闘技SFT）

　　 　┌━┛判定0-1　※青にイエローカード

　　 　│　└── 天木秀（ナゴヤファイトクラブ）

優勝 ━┓判定1-2

　　 　┃　┌── 箕輪湧陽（総合格闘技STF）

　　 　┗━┓判定0-3

　　  　   ┗━━ 秋吉拓史（総合格闘技道場コブラ会）

フライ級（ 56.7kg以下）４名参加

優勝　　蓮池勇太（飛翔塾）

準優勝　木下皓介（GROUND CORE)）

　　　     ┏━━━━ 木下皓介（GROUND CORE）

　　　 ┌━┛不戦勝

　　 　│  └──── 山田雄大（総合格闘技STF）

優勝 ━┓一本勝ち１R1’13”フロントスリーパー

　　 　┃　┌──── 福井勢弥（無限）

　　 　┗━┓一本勝ち1R0’59”ヒールホールド

　　  　   ┗━━━━ 蓮池勇太（飛翔塾） 

バンタム級（ 61.2kg以下）10名参加

優勝　　福山祐平（総合格闘技ゴンズジム）

準優勝　川井秀也（総合格闘技ゴンズジム）

３位　　亀井修真（直進会生野道場TK68）

　　　　大月宣樹（総合格闘技道場コブラ会）

               ┏━━━━ 福山祐平（総合格闘技ゴンズジム）

           ┏━┛判定3-0

           ┃  │  ┌── 佐々木健太（チームタイガー）

           ┃  └━┓判定0-3

           ┃　    ┗━━ 加藤聡志（マーシャルアーツクラブ中津川）

       ┏━┛一本勝ち１R0’52”フロントスリーパー

       ┃  │  ┌──── 澤田龍介（ROOTS）

       ┃  └━┓判定0-3

       ┃      ┗━━━━ 亀井修真（直心会生野道場TK68）

優勝 ━┛一本勝ち１R１’24”フロントスリーパー



       │      ┏━━━━ 川井秀也（総合格闘技ゴンズジム）

       │  ┏━┛判定2-1

       │  ┃  └──── 古畑博行（マーシャルアーツクラブ中津川）

       └━┛判定3-0

           │　    ┌── 加藤陽太郎（ISHITUNA MMA）

           │  ┏━┓判定0-3

           │  ┃  ┗━━ 大月宣樹（総合格闘技道場コブラ会）

           └━┛不戦勝

               └──── 小西健次郎（SUBMIT MMA）欠場

フェザー級（ 65.8kg以下）８名参加

優勝　　藤田宗滴（SUBMIT MMA）

準優勝　井村光（ROOTS）

３位　　宮口龍鳳（総合格闘技コブラ会）

　　　　堀口貴史（NEW GROUND）

　　   　      ┏━━ 藤田宗滴（SUBMIT MMA）

　　  　   ┏━┛判定3-0

　　  　   ┃  └── 磯部正揮（チームタイガー）

　　 　┏━┛判定2-1

　　 　┃  │  ┏━━ 宮口龍鳳（総合格闘技コブラ会）

　　 　┃  └━┛判定3-0

　　 　┃      └── 當銘政斗（マッハ道場）

優勝 ━┛判定3-0

　　   │      ┏━━ 井村光（ROOTS）

　　 　│  ┏━┛不戦勝

　　 　│  ┃  └── 藤山亮（ナゴヤファイトクラブ）　欠場

　　 　└━┛一本勝ち１R2’35”スリーパーホールド

　　  　   │  ┏━━ 堀口貴史（NEW GROUND）

　　  　   └━┛判定2-1

　　           └── 木村亮彦（総合格闘技STF）

ライト級 （70.3kg以下）４名参加

優勝　　車田陸（総合格闘技コブラ会）

準優勝　三浦傑（GSB多治見）

　　　     ┏━━━━ 車田陸（総合格闘技コブラ会）

　　　 ┏━┛不戦勝

　　 　┃  └──── 山本琢朗（パラエストラ柏） 欠場

優勝 ━┛一本勝ち１R1’52”スリーパーホールド



　　 　│　┏━━━━ 三浦傑（GSB多治見）

　　 　└━┛判定2-1

　　  　   └──── 御崎昂史（パラエストラ小岩）

ウエルター級 （77.1kg以下）３名参加

優勝　　小笠原兵庫（ISHITUNA MMA）

　　 　 ┌━━━━━ 嶺岸翔太（パラエストラTB）

優勝  ━┓延長戦判定0-3　※本戦1-0

　 　　 ┃  ┏━━━ 小笠原兵庫（ISHITUNA MMA）

　　 　 ┗━┛判定3-0

　　  　  　└─── デソウザマルセル（総合格闘技STF）

第１試合バンタム級１回戦４分１R

×佐々木健太（チームタイガー）

〇加藤聡志（マーシャルアーツクラブ中津川）

判定0-3　檜山8-10　村田9-10　廣瀬9-10

第２試合バンタム級１回戦４分１R

×加藤陽太郎（ISHITUNA MMA）

〇大月宣樹（総合格闘技道場コブラ会）

判定0-3　檜山9-10　村田9-10　廣瀬9-10

第３試合フェザー級１回戦

〇藤田宗滴（SUBMIT MMA）

×磯部正揮（チームタイガー）

判定3-0　檜山10-9　田中10-9　廣瀬10-9

第４試合フェザー級１回戦４分１R

〇宮口龍鳳（総合格闘技コブラ会）

×當銘政斗（マッハ道場）

判定3-0　檜山10-9　田中10-9　廣瀬10-9

第５試合フェザー級１回戦４分１R

〇井村光（ROOTS）

×藤山亮（ナゴヤファイトクラブ）

欠場により不戦勝

第６試合フェザー級１回戦４分１R

〇堀口貴史（NEW GROUND）



×木村亮彦（総合格闘技STF）

判定2-1　檜山10-9　田中10-9　廣瀬9-10

第７試合フェザー級１回戦４分１R

×澤田龍介（ROOTS）

〇亀井修真（直心会生野道場TK68）

判定0-3　檜山9-10　田中9-10　廣瀬9-10

第８試合フェザー級１回戦４分１R

〇川井秀也（総合格闘技ゴンズジム）

×古畑博行（マーシャルアーツクラブ中津川）

判定2-1　檜山10-9　村田10-9　廣瀬9-10

第９試合ストロー級準決勝　４分１R

〇高橋虎太郎（総合格闘技SFT）

×天木秀（ナゴヤファイトクラブ）

判定0-1　檜山9-9　村田8-9　廣瀬9-9

※青イエローカード　グランドでの頭部へのパンチ

既定の票数に達しないため赤の判定勝ち

第１０試合ストロー級準決勝　４分１R

×箕輪湧陽（総合格闘技STF）

〇秋吉拓史（総合格闘技道場コブラ会）

判定0-3　檜山9-10　村田9-10　廣瀬8-10

第１１試合フェザー級準決勝４分１R

〇福山祐平（総合格闘技ゴンズジム）

×加藤聡志（マーシャルアーツクラブ中津川）

判定3-0　檜山10-9　村田10-9　廣瀬10-9

第１２試合フェザー級準決勝４分１R

〇大月宣樹（総合格闘技道場コブラ会）

×小西健次郎（SUBMIT MMA）欠場

欠場により不戦勝

第１３試合フライ級準決勝４分１R

〇木下皓介（GROUND CORE）

×山田雄大（総合格闘技STF）

欠場により不戦勝



第１４試合フライ級準決勝４分１R

×福井勢弥（無限）

〇蓮池勇太（飛翔塾） 

一本勝ち1R0’59”ヒールホールド

第１５試合ライト級準決勝

〇車田陸（総合格闘技コブラ会）

×山本琢朗（パラエストラ柏）

不戦勝

第１６試合ライト級準決勝

〇三浦傑（GSB多治見）

×御崎昂史（パラエストラ小岩）

判定2-1　檜山9-10　村田10-9　廣瀬10-9

第１７試合ウェルター級準決勝

〇小笠原兵庫（ISHITUNA MMA）

×デソウザマルセル（総合格闘技STF）

判定3-0　檜山10-9　田中10-9　廣瀬10-9

第１８試合フェザー級準決勝

〇藤田宗滴（SUBMIT MMA）

×宮口龍鳳（総合格闘技コブラ会）

判定2-1　檜山10-9　田中9-10　廣瀬10-9

第１９試合フェザー級準決勝

〇井村光（ROOTS）

×堀口貴史（NEW GROUND）

一本勝ち１R2’35”スリーパーホールド

第２０試合バンタム級準決勝

〇福山祐平（総合格闘技ゴンズジム）

×亀井修真（直心会生野道場TK68）

一本勝ち１R0’52”フロントスリーパー

第２１試合バンタム級準決勝

〇川井秀也（総合格闘技ゴンズジム）

×大月宣樹（総合格闘技道場コブラ会）

判定3-0　檜山10-8　村田10-9　廣瀬10-9



第２２試合ストロー級決勝戦　３分２R

×高橋虎太郎（総合格闘技SFT）

〇秋吉拓史（総合格闘技道場コブラ会）

判定1-2　檜山18-19　田中18-19　栗畑19-18

※青イエローカード　バスター

第２３試合フライ級決勝戦

× 木下皓介（GROUND CORE）

〇蓮池勇太（飛翔塾） 

一本勝ち１R1’13”フロントスリーパー

第２４試合ライト級決勝戦

〇 車田陸（総合格闘技コブラ会）

×三浦傑（GSB多治見）

一本勝ち１R1’52”スリーパーホールド

第２５試合ウェルター級決勝戦

×嶺岸翔太（パラエストラTB）

〇小笠原兵庫（ISHITUNA MMA）

本戦判定1-0　檜山19-19　田中20-18　栗畑19-19

延長戦判定0-3　檜山9-10　田中9-10　栗畑9-10

第２６試合フェザー級決勝戦

〇藤田宗滴（SUBMIT MMA）

× 井村光（ROOTS）

判定3-0　檜山20-18　田中20-18　栗畑20-18

第２７試合バンタム級決勝戦

〇福山祐平（総合格闘技ゴンズジム）

×川井秀也（総合格闘技ゴンズジム）

一本勝ち１R１’24”フロントスリーパー


