
    

    

PANCRASE PANCRASE PANCRASE PANCRASE 大阪大会大阪大会大阪大会大阪大会    

パンクラス大阪主催興行パンクラス大阪主催興行パンクラス大阪主催興行パンクラス大阪主催興行    
                        

7777月月月月 15151515日日日日((((月月月月・・・・祝祝祝祝))))    

城東城東城東城東 KADOKADOKADOKADO----YAYAYAYAがもよんホールがもよんホールがもよんホールがもよんホール大会大会大会大会    
追加対戦追加対戦追加対戦追加対戦カードカードカードカード    

★★★★    フェザーフェザーフェザーフェザー級級級級／／／／3333分分分分 3333ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

冨田 翔市 vs. DARANIDARANIDARANIDARANI DATEDATEDATEDATE 
     (パラエストラ東大阪)                 (Team DATE)             

6勝 1敗                     5勝 6敗 1分 

 

組みの冨田、打の DARANI。二人がランキング入りへのデッドヒートを繰り広げる！ 

 

★★★★    フェザーフェザーフェザーフェザー級級級級／／／／3333分分分分 3333ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

岩本 達彦 vs. キャプテン 禎 
         (BLOWS)                    (修斗 GYMS直心会)            

6勝 6敗 1分                       1勝 3敗 

 

堅実な戦いを見せる岩本に対し、キャプテンパンチが炸裂か！ 

既報既報既報既報対戦対戦対戦対戦カードカードカードカード    

★★★★    バンタムバンタムバンタムバンタム級級級級    ／／／／3333 分分分分 3333ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

獅庵 vs. 三村 亘 
(パラエストラ大阪)        (パンクラス大阪稲垣組) 

6勝 6敗                 10勝 2敗 2分 

 

一撃必殺の打撃を武器に、初のメインイベントを豪快な KO で飾りたい獅庵に対し、稲垣

組のど根性ファイター三村が喰らい付く！ 

    

★★★★    バンタムバンタムバンタムバンタム級級級級／／／／3333分分分分 3333ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

土肥 潤 vs. 瀧口 脩生 
        (総合格闘技道場MIBURO)     (総合格闘技スタジオ STYLE) 

16勝 7敗 1分                     5勝 1敗 1分 



 

寝技聖帝に挑むのは、勝利に飢えた危険なストライカー瀧口。聖帝危うし！ 

★★★★    ライトライトライトライト級級級級／／／／3333分分分分 3333 ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

小川 道的 vs. 渡部 拓馬 
       (柔術兄弟/ALIVE伊勢支部)        (総合格闘技道場 reliable) 

7勝 5敗 1分                         4勝 5敗 1分 

 

reliable の特攻隊長渡部に、岩石男道的が強靭な肉体で立ち塞がる！ 

 

★★★★    バンタムバンタムバンタムバンタム級級級級／／／／3333分分分分 3333ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

MGMGMGMG眞介 vs. 修我 
(パラエストラ東大阪)     (総合格闘技スタジオ STYLE) 

3勝 2敗                       1敗 

 

初勝利が欲しい修我をメカゴジラが迎え撃つ！ 

 

★★★★    フェザーフェザーフェザーフェザー級級級級／／／／3333分分分分 3333ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

堂園 悠 vs. 夢虎 龍生 
(修和館)             (パンクラス大阪稲垣組) 

デビュー戦                       デビュー戦 

 

アマチュア大会を勝ち抜いてきた堂園と弾丸タックラー夢虎が激突！ 

 

＊ 堂園 悠／どうぞの ゆう 

1998年 3月 21日生 大阪府出身 身長 175cm 

 

＊ 夢虎 龍生／むとら りゅうせい 

1998年 9月 16日生 大阪府出身 身長 178cm 

 

★★★★    フライフライフライフライ級級級級／／／／3333分分分分 3333 ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

藤田 健吾 vs. 長屋 正悟 
         (総合格闘技道場 reliable)       (パンクラス大阪稲垣組) 

4勝 2敗 2分                         デビュー戦 

 

稲垣組から活きのいい若手長屋がデビュー。キャリアに勝るオールラウンダー藤田が壁に

なる！ 

 

＊ 長屋 正悟／ながや しょうご 

1999年 9月 16日生 大阪府出身 身長 163cm 

 

 

 



 

 

★★★★    フライフライフライフライ級級級級／／／／3333分分分分 3333 ラウンドラウンドラウンドラウンド ★ 

井上 暉也 vs. 梅川 毒一郎 
     (パラエストラ加古川)       (総合格闘技道場コブラ会／初参戦) 

1勝 2敗                                 1敗 

 

コブラ会から毒男襲来、井上に毒耐性はあるのか？！ 

 

＊ 梅川 毒一郎／ばいせん どくいちろう 

1996年 7月 23日生 大阪府出身 身長 162cm 

 

 

〔パンクラスゲート〕〔パンクラスゲート〕〔パンクラスゲート〕〔パンクラスゲート〕3333 分分分分 3R3R3R3R    

第 2 試合：フライ級 

城戸 泰介 (ゼロ戦クラブ) VS. 桐山 康平 (パンクラス大阪) 

 

     城戸 泰介／きど たいすけ      1999 年 8 月 2 日生  176cm 

     桐山 康平／きりやま こうへい  1993 年 9 月 21 日生  170cm 

 

第 1 試合：バンタム級 

谷 育磨 (ゼロ戦クラブ) VS. 延命 そら (総合格闘技スタジオ STYLE) 

 

     谷 育磨／たに いくま        1999 年 12 月 28 日生 166cm 

     延命 そら／えんめい そら   2000 年 4 月 12 日生 175cm 

 

日     時：2019 年 7 月 15 日（月・祝） OPEN 14:00 ／ START 14:15 

会  場：城東ＫＡＤＯ－ＹＡがもよんホール・・・大阪市城東区中央3丁目5番45号 

入場料金：VIP 席 \10,000‐  A 席 \6,000-  

※未就学児は保護者膝上に限り無料。 

           ※当日券は一律 500 円増しとなります。 

主  催：パンクラス大阪 

お問い合せ：パンクラス大阪 06-6649-8530    http://pancrase-osaka.com/  

 

 

【チケット発売所】 

チケットぴあ          0570－02－9999（P コード 843-110） 

ローソンチケット              0570－000－777（L コード 53028） 

イープラス             http://eplus.jp/battle/ 

バディ・スラム        06－7222－3641 

フィットネスショップ難波店  06－6214－7951 

神戸住吉・富万        078－811－6222 

大阪イサミ          06－4396－7732 

cafe kissshot         06－7713－1033 

パンクラス大阪        06－6649－8530 

パンクラスストア       http://www.pancrase-store.com 



 

   以上                      


