1 プレビギナーフライ級(-56.7kg) 1.5分2R
(NEVER QUIT)
× 本吉 善弘
判定 0-3
(TRIBE TOKYO M.M.A)
○ 小岩井 慎哉
2 プレビギナーバンタム級(-61.2kg) 1.5分2R
(NATURAL9)
× 吉田 透
判定 0-3
(リバーサルジム新宿Me,We)
○ 山本 平
3 プレビギナーフェザー級(-65.8kg) 1.5分2R
(グッドスキル)
× 日下 佑磨
判定 0-3
(和術慧舟會HEARTS)
○ 菊地 哲
3.5 ビギナーミドル級(-83.9kg) 2分2R
(和術慧舟會HEARTS)
× 塩谷 直之
判定 0-3
(リバーサルジム新宿Me,We)
○ 園原 譲
4 プレビギナーバンタム級(-56.7kg) 2分2R
(リバーサルジム新宿Me,We)
× 笹原 和也
KO 1R 1'36"
(SUBMIT MMA)
○ 渡邉 泰樹
5 ビギナーフェザー級(-65.8kg) 2分2R
(SUBMIT MMA)
○ 原田 順平
KO 2R 0'56"
(和術慧舟會HEARTS)
× 宮沢 慧
6 ビギナーストロー級(-52.3kg) 2分2R
(TRI-FORCE赤坂)
○ 後藤 藍子
KO 2R 1'28"
(PUREBRED)
× 野村 梨乃
7 アドバンスバンタム級(-61.2kg) 3分2R
(SUBMIT MMA)
○ 勝又 敏登
判定 3-0
(リバーサルジム新宿Me,We)
× 山北 渓人
8 プレビギナーライト級(-70.3kg) 1.5分2R
(和術慧舟會HEARTS)
× 荻野 洸希
KO 1R 1'15"
○ アンドレア プランドリニ (TRIBE TOKYO M.M.A)
9 プレビギナーライト級(-70.3kg) 1.5分2R
(T.T.M URUSHI DOJO)
× 松村 栄鶴
KO 1R 0'26"
(HEARTS KIX)
○ 六岡 一輝
10 プレビギナーヘビー級(+90.3kg) 1.5分2R
(グッドスキル)
× 神生 悠作
判定 0-3
(T.T.M URUSHI DOJO)
○ 大竹 怜

11 プレビギナーストロー級(-52.3kg) 1.5分2R
(グッドスキル)
○ 斉藤 陽子
判定 3-0
(リバーサルジム新宿Me,We)
× 大塚 里奈
12 プレビギナーフライ級(-56.7kg) 1.5分2R
(SUBMIT MMA)
○ 安藤 有咲
KO 1R 0'44"
(リバーサルジム新宿Me,We)
× 中村 仁美
13 プレビギナーフライ級(-56.7kg) 1.5分2R
(SUBMIT MMA)
○ 中野 真由美
KO 2R 1'07"
(T.T.M URUSHI DOJO)
× 佐々木 やす子
14 ビギナーフライ級(-56.7kg) 2分2R
(リバーサルジム新宿Me,We)
× 清水 十威
判定 0-3
(SUBMIT MMA)
○ 大塚 虎波
15 ビギナーフライ級(-56.7kg) 2分2R
(外山道場)
○ 恒川 瞭介
TKO 2R 1'58"
(SUBMIT MMA)
× 渡辺 大悟
16 ビギナーフライ級(-56.7kg) 2分2R
(TRI-FORCE赤坂)
× 落合 謙斗
反則 2R ローブロー2回
(SUBMIT MMA)
○ 岩田 祐介
17 ビギナーバンタム級(-61.2kg) 2分2R
(TRIBE TOKYO M.M.A)
○ 加賀谷 正吾
判定 3-0
(SUBMIT MMA)
× 藤田 宗滴
18 ビギナーフェザー級(-65.8kg) 2分2R
(TRI-FORCE赤坂)
○ 中園 泰輔
KO 1R 1'06"
(NEVER QUIT)
× 相原 直紀
19 ビギナーフェザー級(-65.8kg) 2分2R
(和術慧舟會HEARTS)
○ 小山 恭弘
判定 2-1
(T.T.M URUSHI DOJO)
× 浅野 裕雅
20 ビギナーフェザー級(-65.8kg) 2分2R
(和術慧舟會HEARTS)
○ 須藤 昂廉
判定 3-0
(TRIBE TOKYO M.M.A)
× 池田 大地
21 ビギナーフェザー級(-65.8kg) 2分2R
(TRIBE TOKYO M.M.A)
× 高橋 純平
判定 0-3
(SUBMIT MMA)
○ 原田 順平

22 ビギナーライト級(-70.3kg) 2分2R
(TRIBE TOKYO M.M.A)
○ 岩崎 伸弘
判定 3-0
(NATURAL9)
× 鈴木 浩晃
23 ビギナー-71.8kg契約 2分2R
(TRI-FORCE赤坂)
× 佐々木 大
判定 0-3
(SUBMIT MMA)
○ 髙橋 晃平
24 ビギナーミドル級(-83.9kg) 2分2R
(NATURAL9)
× 中垣 隆
TKO 1R 0'55"
(リバーサルジム新宿Me,We)
○ 黄 準星
26 プレビギナーフライ級(-56.7kg) 1.5分2R
(NEVER QUIT)
× 本吉 善弘
TKO 2R 0'49"
(リバーサルジム新宿Me,We)
○ 沖山 海人
27 プレビギナーバンタム級(-61.2kg) 1.5分2R
(NATURAL9)
○ 吉田 透
判定 2-1
(グッドスキル)
× 仲 佑治
28 プレビギナーフェザー級(-65.8kg) 1.5分2R
(グッドスキル)
○ 日下 佑磨
判定 3-0
(T.T.M URUSHI DOJO)
× 斎藤 圭太
29 ビギナーバンタム級(-61.2kg) 2分2R
(SUBMIT MMA)
○ 渡邉 泰樹
判定 3-0
× ジェレミー ロック (和術慧舟會HEARTS)
30 ビギナーストロー級(-52.3kg) 2分2R
(PUREBRED)
○ 野村 梨乃
KO 2R 0'58"
(NEVER QUIT)
× 三本木 厚子
31 アドバンスバンタム級(-61.2kg) 3分2R
(和術慧舟會HEARTS)
× 本庄 寛行
判定 1-2
(リバーサルジム新宿Me,We)
○ 山北 渓人
32 アドバンスフェザー級(-65.8kg) 3分2R
(T.T.M URUSHI DOJO)
× 川村 将弘
判定 0-3
(TRIBE TOKYO M.M.A)
○ 片山 将宏
33 エキスパートフライ級(-56.7kg) 3分2R
(TRIBE TOKYO M.M.A)
× 来家 恵美子
判定 1-2
(リバーサルジム新宿Me,We)
○ 藤田 翔子

