
ピーウィー白/灰/黄帯ライト級

内藤裕希 ないとう　ゆうき
デラヒーバジャパン

稲川博昭 いながわひろあき
トライフォース柔術アカデミー

橋本陽太郎 はしもとようたろう
パラエストラ吉祥寺

内藤 一葉 ないとう いちは
X-TREME 柔術アカデミー 海老名

高橋 皇虎 たかはし こうた
パラエストラ東京

宮野柊太 みやのしゅうた
パラエストラ吉祥寺

野田獅王 のだしおう
トライフォース柔術アカデミー

ジュブナイル白帯ライト級

佐藤風磨 さとうふうま
roots

米山大地 よねやまだいち
デラヒーバジャパン

アダルト白帯ルースター級

大滝　恭青 おおたききょうあ
パラエストラTB

矢野健史 やの　たけし
Dragon's Den

アダルト白帯ライトフェザー級

古里司紋 ふるさとしもん
麻布大学ブラジリアン獣術サークル

浅沼　超太 あさぬま　ちょうた
リバーサルジム東京スタンドアウト

山崎純平 やまさきじゅんぺい
リバーサルジム新宿 Me,We

佐々木駿友 ささきはやと
Brightness

高比良陽輔 たかひら　ようすけ
アカデミアAz

小池暁 こいけあきら
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

潮谷一紀 しおたにかずき
パラエストラ吉祥寺

須崎瞬也 すざき　しゅんや
デラヒーバジャパン

-30.2kg 3分 7 人

1-6

1-1

1-12

1-7

1-3

優勝

1-2

優勝

1-10

1-15

1-11

1-8

1-14

1-22

1-9

1-17 優勝

-64.0kg 5分 8 人

優勝

-57.5kg 5分 2 人

-69.0kg 5分 2 人

1-16



アダルト白帯フェザー級

木山和慶 きやまかずよし
CARPE DIEM

木暮　聡 こぐれ　さとる
リバーサルジム東京スタンドアウト

長谷川卓也 はせがわたくや
Brightness

稲葉大樹 いなばたいき
トライフォース五反田

中祖 陽太 なかそ ようた
パラエストラ吉祥寺

堀内　聖也 ほりうち　せいや
デラヒーバジャパン山梨ガルーダ柔術

瓜生 拓海 うりゅう たくみ
RBアカデミー

田中義篤 たなかよしあつ
CARPE DIEM

アダルト白帯ライト級

古林 成 こばやし じん
パラエストラ吉祥寺

永井将治 ながいしょうじ
デラヒーバジャパン宇都宮

小松原洋 こまつばらひろし
FREE＆FREE

範　栄耀 はんえいよう
デラヒーバジャパン

アダルト白帯ウルトラヘビー級

阿部文也 アベフミヤ
パラエストラ小岩

アンダーソン・ムサシ アンダーソン・ムサシ
Damm Fight Japan

アダルト茶帯ルースター級

たかはし　まさのり たかはし　まさのり
トライフォース柔術アカデミー

中村洋介 なかむらようすけ
Dragon's Den

宮尾 司 ミヤオ ツカサ
Damm Fight Japan

伊藤　正純 いとう　まさずみ
ねわざワールド品川

1-26

1-35 優勝

1-27

-57.5kg 8分 4 人

1-33 優勝

優勝

1-25

100.6kg～ 5分 2 人

-76.0kg 5分 4 人

1-24

1-34

優勝

1-20

1-29

1-21

-70.0kg 5分 8 人

1-18

1-28

1-36

1-19



アダルト茶帯フェザー級

岡田　秀人 おかだ　ひでと
K`z　FACTORY

坂本勝康 さかもとかつやす
頂柔術

巽 智史 たつみ　さとし
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

八巻　祐 ヤマキ　ユウ
X-TREME柔術アカデミー

石橋 佳大 いしばし けいた
DUROジム

アダルト茶帯ミディアムヘビー級

吉田享平 よしだきょうへい
頂柔術

ルアン・アロウサ ルアン・アロウサ
IMPACT BJJ

アダルト黒帯フェザー級

山田秀之 やまだ　ひでゆき
デラヒーバジャパン

アサダ・トシオ アサダ・トシオ
IMPACT BJJ

平尾悠人 ひらおゆうと
X-TREME柔術アカデミー

塚田市太郎 つかだ　いちたろう
Damm Fight Japan

マスター2白帯ルースター級

下村　芳一 しもむら　よしかず
佛生舘

石井 宏昌 いしい ひろまさ
ねわざワールド品川

マスター2青帯ライトフェザー級

ヨコマチ　ケン KEN YOKOMACHI
CARPE DIEM

中山　優 なかやま　まさる
アカデミアAz

黒谷裕紀 くろたにゆうき
Dragon's Den

金子　顕 かねこ　けん
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

1-30

1-41 優勝

1-31

1-46 優勝

-64.0kg 5分 4 人

-57.5kg 5分 2 人

1-4

1-13 優勝

1-5

1-45 優勝

-70.0kg 10分 4 人

優勝

1-43

-88.3kg 8分 2 人

-70.0kg 8分 5 人

1-42

1-50

1-37



マスター2青帯フェザー級

浅見　行弘 あさみ　ゆきひろ
CARPE DIEM

伊藤　卓 いとう　たく
GRASCO JIU-JITSU ACADEMY

マスター2紫帯ライトフェザー級

肥後　俊介 ひご　しゅんすけ
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

原田秀一 はらだしゅういち
デラヒーバジャパン

堀川　雅弘 ほりかわ　まさひろ
CARPE DIEM

マスター2紫帯フェザー級

茨木大 いばらきだい
Dragon's Den

石井　基善 いしい　もとよし
パラエストラ東京

小松　勝明 こまつ　かつあき
トライフォース新宿

マスター2茶帯ライトフェザー級

板橋 剛 いたばし つよし
パラエストラ千葉

藤井徹 ふじい　とおる
RBアカデミー

坂本　純 さかもと　じゅん
トライフォース柔術アカデミー

マスター2茶帯フェザー級

首藤健二 すどうけんじ
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

小平　亮 こひら　まこと
X-TREME柔術アカデミー海老名

井賀孝 いがたかし
トライフォース柔術アカデミー

マスター4白帯ライトフェザー級

宇毛　玲 うけ　あきら
CARPE DIEM

マスター4白帯ライト級

奥田幸三 おくだこうぞう
フリー

優勝

優勝

-76.0kg 5分 1 人

-64.0kg 5分 1 人

優勝

-70.0kg 5分 3 人

1-40

1-49

優勝

1-39

1-48
優勝

-64.0kg 5分 3 人

1-32

1-44

1-38

1-47

-70.0kg 5分 3 人

優勝

優勝

-64.0kg 5分 3 人

-70.0kg 5分 2 人

1-51

第1マット11：00に計量ブースにお越しください

第1マット11：00に計量ブースにお越しください



マスター4白帯ミドル級

山田浩史 やまだひろし
Brightness

佐藤太喜 サトウタイキ
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

マスター4青帯ライトフェザー級

名雪靖志 なゆきやすし
グレイシーバッハ東京

マスター4紫帯ライトフェザー級

真鍋　広行 まなべ　ひろゆき
トライフォース柔術アカデミー

田口英樹 HIDEKI TAGUCHI
パラエストラ松戸

マスター5白帯フェザー級

有賀洋志 ありがひろし
代々木フォレスト柔術クラブ

Larry Criner Larry Criner
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

女子アダルト白帯フェザー級

酒井 恵理 さかい えり
トライフォース柔術アカデミー

奈部由香里 なべゆかり
パラエストラ柏

女子アダルト青帯フェザー級

櫻井明子 さくらい　あきこ
Dragon's Den

藤森　祥子 ふじもり　さちこ
Brightness

1-56 優勝

1-55 優勝

-58.5kg 6分 2 人

1-54 優勝

-58.5kg 5分 2 人

1-53 優勝

-70.0kg 5分 2 人

優勝

-64.0kg 5分 2 人

1-52 優勝

-64.0kg 5分 1 人

-82.3kg 5分 2 人

第1マット11：00に計量ブースにお越しください



アダルト白帯オープンクラス

アンダーソン・ムサシ アンダーソン・ムサシ
Damm Fight Japan

木暮　聡 こぐれ　さとる
リバーサルジム東京スタンドアウト

中祖 陽太 なかそ ようた
パラエストラ吉祥寺

範　栄耀 はんえいよう
デラヒーバジャパン

古里司紋 ふるさとしもん
麻布大学ブラジリアン獣術サークル

永井将治 ながいしょうじ
デラヒーバジャパン宇都宮

古林 成 こばやし じん
パラエストラ吉祥寺

花澤毅 はなざわ　たけし
リバーサルジム新宿 Me,We

アダルト茶帯オープンクラス

吉田享平 よしだきょうへい
頂柔術

宮本 和幸 みやもと かずゆき
トライフォース柔術アカデミー

岡田　秀人 おかだ　ひでと
K`z　FACTORY

石橋 佳大 いしばし けいた
DUROジム

巽 智史 たつみ　さとし
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

八巻　祐 ヤマキ　ユウ
X-TREME柔術アカデミー

ルアン・アロウサ ルアン・アロウサ
IMPACT BJJ

アダルト黒帯オープンクラス

アサダ・トシオ アサダ・トシオ
IMPACT BJJ

塚田市太郎 つかだ　いちたろう
Damm Fight Japan

マスター2白帯オープンクラス

しまざき　ひろたか Shimazaki Hirotaka
トライアル

下村　芳一 しもむら　よしかず
佛生舘

1-70 優勝

OPEN 5分 2 人

優勝

OPEN 10分 2 人

1-23

優勝

1-62

1-69

1-63

OPEN 8分 7 人

1-68

1-61

1-75

優勝

1-59

1-67

1-60

1-57

1-66

1-74

1-58

OPEN 5分 8 人



マスター2青帯オープンクラス

ヨコマチ　ケン KEN YOKOMACHI
CARPE DIEM

金子　顕 かねこ　けん
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

マスター2茶帯オープンクラス

首藤健二 すどうけんじ
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

坂本　純 さかもと　じゅん
トライフォース柔術アカデミー

板橋 剛 いたばし つよし
パラエストラ千葉

小平　亮 こひら　まこと
X-TREME柔術アカデミー海老名

マスター4白帯オープンクラス

佐藤太喜 サトウタイキ
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

マスター4青帯オープンクラス

名雪靖志 なゆきやすし
グレイシーバッハ東京

マスター5白帯オープンクラス

Larry Criner Larry Criner
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

女子アダルト白帯オープンクラス

酒井 恵理 さかい えり
トライフォース柔術アカデミー

奈部由香里 なべゆかり
パラエストラ柏

ピーウィー白/灰/黄帯ミドル級

久良木智生 きゅうらぎともき
トライフォース柔術アカデミー

白鳥海渡 しらとりかいと
パラエストラ千葉

坪井玲 つぼいれい
パラエストラ東京

堀川　椋羽 ほりかわ　りょう
トライフォース五反田

OPEN 5分

1-72 優勝

優勝

OPEN 5分 1 人

優勝

OPEN 5分 2 人

優勝

OPEN 5分 1 人

1 人

1-64

1-73 優勝

1-65

1-71 優勝

OPEN 5分 4 人

OPEN 5分 2 人

-33.2kg 3分 4 人

2-1

2-7 優勝

2-2

第1マット11：00に計量ブースにお越しください

第1マット11：00に計量ブースにお越しください

第1マット11：00に計量ブースにお越しください



ピーウィー白/灰/黄帯ミディアムヘビー級

いしい　しょうご しょうご いしい
トライフォース五反田

太田啓貴 おおたひろたか
トライフォース柔術アカデミー

今堀　太郎 HIROMI IMAHORI
トライフォース柔術アカデミー

アダルト青帯ルースター級

桑原祐介 くわはら　ゆうすけ
Dragon's Den

佐藤 智彦 さとう ともひこ
トライフォース新宿

利根川孝弘 とねがわたかひろ
パラエストラ吉祥寺

遠藤 信行 えんどう のぶゆき
トライフォース柔術アカデミー

大和田　聖 オオワダアキラ
GRABAKA柔術クラブ

尾崎　顕 おざき　あきら
リバーサルジム東京スタンドアウト

渡邉　直哉 わたなべ　なおや
ポゴナクラブジム

アダルト青帯ライトフェザー級

室伏　広貴 むろふし　ひろき
roots

上田直毅 うえだなおき
パラエストラ東京

アダルト青帯フェザー級

ジエゴ･エンリケ ジエゴ･エンリケ
IMPACT BJJ

野上将嗣 のがみまさつぐ
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

市橋　虎徹 イチハシコテツ
デラヒーバジャパン山梨ガルーダ柔術

後藤亮 ゴトウリョウ
FREE＆FREE

田端佑介 たばたゆうすけ
パラエストラ千葉

瀧石祐太 たきいしゆうた
MAX柔術アカデミー＆YOGAスタジオ

田原基志 たはらもとし
Dragon's Den

-36.2kg 3分 3 人

2-3

2-8
優勝

-57.5kg 6分 7 人

2-12

2-4

2-18
優勝

2-5

2-13

2-6

-64.0kg 6分 2 人

2-39 優勝

-70.0kg 6分 7 人

2-16

2-9

2-25
優勝

2-10

2-17

2-11



アダルト青帯ミドル級

ボットリ　トーロッドセン Bolli Thoroddsen
トライフォース五反田

島田 祐輔 しまだ ゆうすけ
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

門馬秀貴 もんま ひでたか
Brightness

林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ
GRABAKA柔術クラブ

マスター1白帯ライトフェザー級

遠藤 亮平 えんどう りょうへい
デラヒーバジャパン

よしもと のりかず YOSHIMOTO NORIKAZU
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

宮川　剛 みやかわ　ごう
和術慧舟會HEARTS

アオト クリスチアン アオト クリスチアン
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

重成勇介 しげなりゆうすけ
Brightness

北澤勇太 きたざわゆうた
トライフォース柔術アカデミー

マスター1白帯フェザー級

佐藤あきら さとうあきら
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

林 公彦 ハヤシ キミヒコ
デラヒーバジャパン

吉田　基洋 ヨシダ　モトヒロ
TRIBE　TOKYO　M.M.A

石井一也 いしいかずや
トライフォース柔術アカデミー

佐藤　龍馬 サトウ　リョウマ
K-ism

-82.3kg 6分 4 人

2-19

2-28 優勝

2-20

-64.0kg 5分 6 人

2-26

2-14

2-34 優勝

2-15

2-27

-70.0kg 5分 5 人

2-29

2-37

2-21

優勝

2-30



マスター1白帯ライト級

中山 賢一 なかやま けんいち
和術慧舟會HEARTS

原田 大樹 はらだ ひろき
GRABAKA柔術クラブ

平　崇久 ひら　たかひさ
CARPE DIEM

浅井　裕二 あさい　ゆうじ
アカデミアAz

岡田　雄介 オカダユウスケ
GRABAKA柔術クラブ

中園 修一 なかぞの しゅういち
トライフォース五反田

田中 量大 たなか りょう
リバーサルジム新宿 Me,We

マスター1白帯ミドル級

しばた　こうさく KOSAKU SHIBATA
CARPE DIEM

林美徳 はやしよしのり
パラエストラ東京

マスター1白帯スーパーヘビー級

伊豆田　博志 いずた ひろし
GRABAKA柔術クラブ

原　一弘 はら　かずひろ
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

荒野修一 あらのしゅういち
ストライプル茨城

マスター1白帯ウルトラヘビー級

番場　正則 バンバ　マサノリ
K-ism

嘉納駿 かのうすぐる
デラヒーバジャパン

マスター1紫帯フェザー級

木村健一郎 きむらけんいちろう
パラエストラ千葉

吉岡弘晃 よしおかひろあき
Brightness

マスター1紫帯ライト級

砂山　裕 すなやま　ゆたか
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

村澤　義雄 むらさわ　よしお
トライフォース柔術アカデミー

-76.0kg 5分 7 人

2-31

2-22

2-38
優勝

2-23

2-32

2-24

-82.3kg 5分 2 人

2-40 優勝

-100.5kg 5分 3 人

2-33

2-41
優勝

100.6kg～ 5分 2 人

2-44 優勝

-70.0kg 6分 2 人

2-45 優勝

-76.0kg 6分 2 人

2-46 優勝



マスター1紫帯ミディアムヘビー級

内山晴喜 うちやま　はるよし
AXIS一宮

マスター1紫帯スーパーヘビー級

加留　弘一朗 かる　こういちろう
パラエストラ吉祥寺

マスター1茶帯ライト級

白築　健司 しらつき　けんじ
トライフォース柔術アカデミー

山本保則 やまもとやすのり
パラエストラ松戸

マスター3白帯ルースター級

高柳　光悦 たかやなぎ　みつのぶ
ストライプル茨城

香取洋一 かとりよういち
パラエストラ吉祥寺

マスター3白帯ライトフェザー級

折笠勝也 おりがさかつや
Brightness

宮本　和憲 ミヤモト　カズノリ
ストライプル茨城

マスター3白帯フェザー級

相見秀樹 あいみ　ひでき
Dragon's Den

上野　拓也 うえの　たくや
VISCA

秋元　一博 あきもと　かずひろ
DUROジム

マスター3白帯ライト級

香月映二郎 かつき　えいじろう
Dragon's Den

平井　善丸 ひらい　ぜんまる
アカデミアAz

増子信義 ましこのぶよし
デラヒーバジャパン

-88.3kg 6分 1 人

優勝

-100.5kg 6分 1 人

優勝

-76.0kg 6分 2 人

第2マット11：00に計量ブースにお越しください

2-47 優勝

-57.5kg 5分 2 人

2-48 優勝

-64.0kg 5分 2 人

2-49 優勝

-70.0kg 5分 3 人

2-35

2-42
優勝

-76.0kg 5分 3 人

2-36

2-43
優勝

第2マット11：00に計量ブースにお越しください



アダルト青帯オープンクラス

遠藤 信行 えんどう のぶゆき
トライフォース柔術アカデミー

市橋　虎徹 イチハシコテツ
デラヒーバジャパン山梨ガルーダ柔術

尾崎　顕 おざき　あきら
リバーサルジム東京スタンドアウト

瀧石祐太 たきいしゆうた
MAX柔術アカデミー＆YOGAスタジオ

ボットリ　トーロッドセン Bolli Thoroddsen
トライフォース五反田

島田 祐輔 しまだ ゆうすけ
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

室伏　広貴 むろふし　ひろき
roots

マスター1白帯オープンクラス

石井一也 いしいかずや
トライフォース柔術アカデミー

原田 大樹 はらだ ひろき
GRABAKA柔術クラブ

番場　正則 バンバ　マサノリ
K-ism

嘉納駿 かのうすぐる
デラヒーバジャパン

荒野修一 あらのしゅういち
ストライプル茨城

佐藤あきら さとうあきら
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

中園 修一 なかぞの しゅういち
トライフォース五反田

岡田　雄介 オカダユウスケ
GRABAKA柔術クラブ

原　一弘 はら　かずひろ
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

佐藤　龍馬 サトウ　リョウマ
K-ism

林 公彦 ハヤシ キミヒコ
デラヒーバジャパン

アオト クリスチアン アオト クリスチアン
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

田中 量大 たなか りょう
リバーサルジム新宿 Me,We

北澤勇太 きたざわゆうた
トライフォース柔術アカデミー

伊豆田　博志 いずた ひろし
GRABAKA柔術クラブ

OPEN 6分 7 人

2-67

2-57

2-74
優勝

2-58

2-68

2-59

OPEN 5分 15 人

2-61

2-50

2-71

2-76

2-51

2-62

2-52

2-53 優勝

2-63

2-72

2-54

2-55

2-64

2-56



マスター1紫帯オープンクラス

木村健一郎 きむらけんいちろう
パラエストラ千葉

内山晴喜 うちやま　はるよし
AXIS一宮

砂山　裕 すなやま　ゆたか
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

加留　弘一朗 かる　こういちろう
パラエストラ吉祥寺

マスター3白帯オープンクラス

増子信義 ましこのぶよし
デラヒーバジャパン

平井　善丸 ひらい　ぜんまる
アカデミアAz

高柳　光悦 たかやなぎ　みつのぶ
ストライプル茨城

宮本　和憲 ミヤモト　カズノリ
ストライプル茨城

秋元　一博 あきもと　かずひろ
DUROジム

ジュニア黄/橙帯ライトフェザー級

松村 桜児 まつむら おうじ
X-TREME柔術アカデミー海老名

新妻海音 にいづまかいと
パラエストラ吉祥寺

大谷眞希友 おおやまきと
デラヒーバジャパン

ジュニア黄/橙帯ライト級

大谷飛桜友 おおやひらと
デラヒーバジャパン

新納季 にいのうとき
パラエストラ吉祥寺

ジュニア黄/橙帯ミドル級

高木慶 たかぎけい
トライフォース柔術アカデミー

河田　雷神 かわだ　らいか
デラヒーバジャパン

OPEN 6分 4 人

2-65

2-73 優勝

2-66

OPEN 5分 5 人

2-69

2-75

2-60

優勝

2-70

-33.2kg 4分 3 人

3-1

3-5
優勝

-39.3kg 4分 2 人

3-2 優勝

-42.3kg 4分 2 人

3-3 優勝



ティーン橙/緑帯ミドル級

蘆名 篤 あしな あつ
roots

本木新大 もときしんた
デラヒーバジャパン

女子ジュニア黄/橙帯ライトフェザー級

沖山楓 おきやま　かえで
デラヒーバジャパン

アダルト紫帯ルースター級

水澤　誠 みずさわ　まこと
頂柔術

高橋翔 たかはし　しょう
Dragon's Den

吉沢健太郎 よしざわけんたろう
パラエストラ川崎

徳山　弘行 とくやま ひろゆき
GRASCO JIU-JITSU ACADEMY

アダルト紫帯ライトフェザー級

菅野　貴行 かんの　たかゆき
リバーサルジム東京スタンドアウト

川口悟 かわぐち　さとる
Dragon's Den

ジョシュア・ヲルターズ ジョシュア・ヲルターズ
Damm Fight Japan

島田 貴洋 しまだ たかひろ
GRASCO JIU-JITSU ACADEMY

川野 良 かわの りょう
X-TREME柔術アカデミー海老名

アダルト紫帯フェザー級

向後 正彦 KOGO　MASAHIKO
代々木フォレスト柔術クラブ

クリハラ　リョウセイ クリハラ　リョウセイ
トライフォース柔術アカデミー

茶圓俊平 チャエンシュンペイ
ねわざワールド調布

池谷　雅弘 いけや　まさひろ
ラグナロク柔術

ホブソン・パーセー ホブソン・パーセー
Damm Fight Japan

中村　浩士 なかむらひろし
CARPE DIEM

樋口　弘信 ひぐち　ひろのぶ
GRASCO JIU-JITSU ACADEMY

-56.5kg 4分 2 人

3-4 優勝

-33.2kg 4分 1 人

優勝

-57.5kg 7分 4 人

第3マット9：15に計量ブースにお越しください

3-22

3-42 優勝

3-23

-64.0kg 7分 5 人

3-29

3-47

3-9

優勝

3-30

-70.0kg 7分 7 人

3-31

3-10

3-48
優勝

3-11

3-32

3-12



アダルト紫帯ライト級

佐藤紘一 さとうこういち
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

山田洋平 やまだ　ようへい
Dragon's Den

本江一超 ほんごうかずき
VISCA

アダルト紫帯ミドル級

新村康行 ニイムラヤスユキ
GRASCO JIU-JITSU ACADEMY

バギネル・ノザキ バギネル・ノザキ
Damm Fight Japan

高山拓也 たかやまたくや
トライフォース柔術アカデミー

ミッチ・サンソム Mitch Sansom
フリー

アダルト紫帯ミディアムヘビー級

エリクソン・タケウチ エリクソン・タケウチ
IMPACT BJJ

佐藤洋一郎 さとうよういちろう
グレイシーバッハ東京

マスター1青帯ルースター級

岩淵　俊 いわぶち　しゅん
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

柿澤雄二 かきざわ ゆうじ
リバーサルジム新宿 Me,We

-76.0kg 7分 3 人

3-24

3-43
優勝

-82.3kg 7分 4 人

3-25

3-44 優勝

3-26

-88.3kg 7分 2 人

3-39 優勝

-57.5kg 5分 2 人

3-40 優勝



マスター1青帯ライトフェザー級

堀井慎也 ほりいしんや
RBアカデミー

久保　徳道 くぼ　のりみち
トライフォース柔術アカデミー

今井　聡 いまい　さとる
CARPE DIEM

もり やすひこ YASUHIKO MORI
CARPE DIEM

西野 信行 にしの のぶゆき
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

池崎　滋 いけざき　しげる
リバーサルジム新宿 Me,We

長門求 ナガトモトム
デラヒーバジャパン

山口 幸哉 やまぐち ゆきや
CARPE DIEM

カイト タカノリ カイト タカノリ
IMPACT BJJ

石塚　雅也 いしづか　まさや
GRABAKA柔術クラブ

マスター1青帯フェザー級

橋本　貴之 はしもと　たかゆき
RBアカデミー

内田　大介 うちだ　だいすけ
roots

高玉年克 タカダマトシカツ
FREE＆FREE

篠原全 シノハラタモツ
K`z　FACTORY

奥富貴行 おくとみ　たかゆき
Dragon's Den

橋本大輔 はしもとだいすけ
トライフォース柔術アカデミー

田口　正勝 タグチマサカツ
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

高橋 宏之 たかはし ひろゆき
CARPE DIEM

ジョセフ・ロバートソン ジョセフ・ロバートソン
Dragon's Den

-64.0kg 5分 10 人

3-6

3-14

3-33

3-49

3-15

優勝

3-16

3-34

3-7

3-17

-70.0kg 5分 9 人

3-18

3-35

3-8

3-50

3-19 優勝

3-20

3-36

3-21



マスター1青帯ライト級

SERGENT SYLVAIN SERGENT SYLVAIN
トライフォース五反田

西村 和史 にしむら かずひと
RBアカデミー

佐藤 雄一郎 さとう ゆういちろう
GRABAKA柔術クラブ

垣下勇宇 かきしたゆう
トライフォース新宿

森田　智教 もりた　とものり
アカデミアAz

マスター1青帯スーパーヘビー級

矢澤 和敏 やざわ かずとし
RENATUS JIU-JITSU ACADEMY

マスター3青帯ルースター級

伊東優 いとうまさる
パラエストラ吉祥寺

重松 悟 しげまつ さとる
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

マスター3青帯フェザー級

小久保彰 こくぼ　あきら
デラヒーバジャパン

小山　陽一 コヤマ　ヨウイチ
パラエストラ東京

増渕 有 ますぶち ゆう
パラエストラ吉祥寺

マスター3紫帯ミディアムヘビー級

中村　健一郎 なかむら　けんいちろう
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

小岩　健一 こいわ　けんいち
トライフォース柔術アカデミー

中條　光照 なかじょう　みつてる
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

-76.0kg 5分 5 人

3-37

3-51

3-13

優勝

3-38

-100.5kg 5分 1 人

優勝

-57.5kg 5分 2 人

第3マット11：00に計量ブースにお越しください

3-41 優勝

-70.0kg 5分 3 人

3-27

3-45
優勝

-88.3kg 5分 3 人

3-28

3-46
優勝



アダルト紫帯オープンクラス

佐藤洋一郎 さとうよういちろう
グレイシーバッハ東京

池谷　雅弘 いけや　まさひろ
ラグナロク柔術

ミッチ・サンソム Mitch Sansom
フリー

新村康行 ニイムラヤスユキ
GRASCO JIU-JITSU ACADEMY

ジョシュア・ヲルターズ ジョシュア・ヲルターズ
Damm Fight Japan

バギネル・ノザキ バギネル・ノザキ
Damm Fight Japan

向後 正彦 KOGO　MASAHIKO
代々木フォレスト柔術クラブ

川野 良 かわの りょう
X-TREME柔術アカデミー海老名

徳山　弘行 とくやま ひろゆき
GRASCO JIU-JITSU ACADEMY

佐藤紘一 さとうこういち
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

茶圓俊平 チャエンシュンペイ
ねわざワールド調布

ホブソン・パーセー ホブソン・パーセー
Damm Fight Japan

エリクソン・タケウチ エリクソン・タケウチ
IMPACT BJJ

OPEN 7分 13 人

3-59

3-52

3-68

3-74

3-53

3-60

3-54 優勝

3-61

3-55

3-69

3-56

3-62



マスター1青帯オープンクラス

矢澤 和敏 やざわ かずとし
RENATUS JIU-JITSU ACADEMY

高玉年克 タカダマトシカツ
FREE＆FREE

西野 信行 にしの のぶゆき
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

内田　大介 うちだ　だいすけ
roots

長門求 ナガトモトム
デラヒーバジャパン

垣下勇宇 かきしたゆう
トライフォース新宿

SERGENT SYLVAIN SERGENT SYLVAIN
トライフォース五反田

西村 和史 にしむら かずひと
RBアカデミー

篠原全 シノハラタモツ
K`z　FACTORY

佐藤 雄一郎 さとう ゆういちろう
GRABAKA柔術クラブ

マスター3青帯オープンクラス

伊東優 いとうまさる
パラエストラ吉祥寺

小山　陽一 コヤマ　ヨウイチ
パラエストラ東京

マスター3紫帯オープンクラス

中條　光照 なかじょう　みつてる
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜

渡邉 将一郎 わたなべ しょういちろう
デラヒーバジャパン宇都宮

中村　健一郎 なかむら　けんいちろう
ストライプル早稲田柔術アカデミー　

OPEN 5分 10 人

3-57

3-63

3-70

3-75

3-64

優勝

3-65

3-71

3-58

3-66

OPEN 5分 2 人

3-72 優勝

OPEN 5分 3 人

3-67

3-73
優勝


