
第1試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 1～2年生女子 軽量級 ワンマッチ 
1 向山 花蓮 サキヤマ カレン PIRIKA TP GYM 115cm 7 千葉県

2 石川 友菜 イシカワ ユナ 悟心塾 120cm 7 東京都 ※2試合実施/1試合

第2試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 5～6年生 重量級 ワンマッチ 
3 河野 雄也 コウノ ユウヤ K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ 139cm 11 東京都

4 守屋 凱琉 モリヤ カイリ K-1ジム相模大野 140cm 11 神奈川県 ※2試合実施/1試合

第3試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 1～2年生 軽量級 ワンマッチ 
5 山口 覚守慧 ヤマグチ サスケ RING∞ 120cm 7 東京都

6 大竹 志龍 オオタケ シリュウ K-1ジムウルフ 116cm 7 栃木県

第4試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 1～2年生 軽量級 ワンマッチ 
7 吉田 匠 ヨシダ タクミ 悟心塾 121cm 7 東京都

8 間﨑 佑星 マザキ ユウセイ K-1ジム大宮 121cm 7 埼玉県

第5試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 1～2年生 重量級 ワンマッチ 
9 渡邊 文三 ワタナベ ブンゾウ リバーサルジム東京スタンドアウト 124cm 7 東京都

10 菅沼 武蔵 スガヌマ タケゾウ K-1ジム大宮 120cm 8 埼玉県

第6試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 1～2年生 重量級 ワンマッチ 
11 須藤 大智 スドウダイチ K-1ジム大宮 125cm 6 埼玉県

12 佐々木 虎河 ササキタイガ K-1ジム大宮 125cm 7 埼玉県

第7試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 3～4年生 重量級 ワンマッチ 
13 豊田 陽 トヨダ ヒナタ ジャンジラジム 132cm 10 東京都

14 森 雄太 モリ ユウタ K-1ジム大宮 132cm 8 埼玉県

第8試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 3～4年生 重量級 ワンマッチ 
15 石川 真大 イシカワ マサヒロ 悟心塾 140cm 8 東京都

16 中江 太郎 ナカエ タロウ リバーサルジム東京スタンドアウト 144cm 10 東京都

第9試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 1～2年生女子 軽量級 ワンマッチ 
17 向山 花希 サキヤマ カノン PIRIKA TP GYM 110cm 6 千葉県

2 石川 友菜 イシカワ ユナ 悟心塾 120cm 7 東京都 ※2試合実施/2試合

第10試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 5～6年生 重量級 ワンマッチ 
18 相馬 綾人 ソウマ アヤト 和術慧舟會Sinz 153cm 12 埼玉県

19 呂 汶軒 ロ ブンケン K-1ジム川口 150cm 10 埼玉県

第11試合 K-1キッズ(小学生）Cクラス 5～6年生 重量級 ワンマッチ 
20 水上 琥太郎 ミズカミ コタロウ リバーサルジム東京スタンドアウト 145cm 12 東京都

4 守屋 凱琉 モリヤ カイリ K-1ジム相模大野 140cm 11 神奈川県 ※2試合実施/2試合

第42試合 K-1キッズ(小学生）Bクラス 3～4年生 重量級 ワンマッチ 
21 姜 英愛 カン ヨンエ K-1ジム大宮 130cm 9 埼玉県

22 箕川 陽花 ミガワ ヒナ 韓道場 132cm 8 東京都
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