
A5

優勝
ブルテリアボンサイ

A15

ALIVE
A6

バルボーザジャパン東京

優勝
フリー・無所属

A13

NEX

優勝A14

NBJC

優勝
和術慧舟會

A8

イチケン柔術アカデミー豊橋

アルティメット/アダルト/69kg以下級 8分 4名

平尾 悠人/ひらお ゆうと

X-TREME柔術アカデミー

鈴木 恒太/すずき こうた

竹本 啓哉/たけもと たかや

今成 正和/いまなり まさかず

アルティメット/アダルト/75kg以下級 8分 2名

梅田 恒介/うめだ こうすけ

玉澤 慶朗/たまざわ よしあき

アルティメット/アダルト/81kg以下級 8分 2名

新美 吉太郎/にいみ よしたろう

バッファローMMA

新村 浩志郎/しんむら こうしろう

アルティメット/シニア/63kg以下級 5分 2名

村田 卓実/むらた たくみ

内山 渉/うちやま わたる



優勝
NBJC

A9

NBJC

ナゴヤファイトクラブ

優勝A11

チームバルボーザジャパン蒲郡
A3

ロータス世田谷

ISHITSUNA MMA GYM

優勝A12

SAI-GYM
A4

ナゴヤファイトクラブ

優勝
チームバルボーザジャパン大垣

A7

チームバルボーザジャパン

アルティメット/シニア/93kg以下級 5分 2名

佐藤 信宏/さとう のぶひろ

赤い彗星（通常の３倍のスピード）（太田 博士）/おおた ひろし

 エキスパート/アダルト/63kg以下級 7分 3名

宇佐見 正樹/うさみ まさき

八田 ホセ/はった ホセ

中村 龍之/なかむら たつゆき

 エキスパート/アダルト/69kg以下級 7分 3名

齋藤 大樹/さいとう だいき

J セロウ 若林 (若林 康浩）/わかばやし　やすひろ

栗畑 勇佑/くりはた ゆうすけ

 アドバンス/アダルト/63kg以下級 6分 2名

中村 将之/なかむら まさゆき

都築 太一/つづき たいち



イチケン柔術アカデミー豊橋
A1

優勝
NBJC

A10

NBJC
A2

NEX

和術慧舟會常滑道場
B6

吹田柔術

優勝B15
和術慧舟會常滑道場

B1

GROUND CORE
B7

ブルテリアボンサイ

優勝
TREE RUL BJJ

B16

和術慧舟會常滑道場

アドバンス/アダルト/69kg以下級 6分 4名

内山 渚/うちやま なぎさ

長坂 裕太/ながさか ゆうた

吉田 将成/よしだ まさなり

竹浦 正起/たけうら まさき

 アドバンス/アダルト/75kg以下級 6分 5名

上田 将経/うえだ まさつね

上山 由嵯/うえやま ゆうさ

森 祐多朗/もり ゆうたろう

本田 明生/ほんだ あきお

鈴木 琢仁/すずき たくみ

 アドバンス/アダルト/81kg以下級 6分 2名

田鍋 イゴル/たなべ イゴル

石川 裕也/いしかわ ゆうや



チームバルボーザジャパン

優勝B14

NBJC
B5

ネックスイチムエ

優勝B13

NBJC

神越流 本部道場
B3

優勝
ALIVE

B11

神越流 本部道場
B4

ALIVE

優勝B12

KSP

 アドバンス/マスター/69kg以下級 5分 3名

山口 春樹/やまぐち はるき

犬飼 隆/いぬかい たかし

大谷 義浩/おおたに よしひろ

 アドバンス/シニア/69kg以下級 5分 2名

内藤 進一郎/ないとう しんいちろう

NR柔術

増子 智洋/ましこ ともひろ

ビギナー/アダルト/63kg以下級 5分 4名

金原 利憲/きんぱら としのり

半谷 篤志/はんや あつし

田中 大輔/たなか だいすけ

矢野 暢広/やの のぶひろ

 ビギナー/アダルト/75kg以下級 5分 2名

吉村 知記/よしむら さとき

NR柔術

六鹿 裕介/むつが ゆうすけ



優勝
NBJC

B9

和術慧舟會常滑道場

ALIVE

優勝B10

フリー・無所属
B2

KSP

優勝
NEX

B8

※無差別級のトーナメント表は当日発表いたします。

無差別級は当日のエントリーも受け付けます。

現在無差別級にエントリーしている選手についてはカテゴリー別一覧をご覧ください。

 ビギナー/マスター/57kg以下級 5分 2名

鈴木 雄策/すずき ゆうさく

鈴木 真則/すずき まさのり

 ビギナー/マスター/63kg以下級 5分 3名

仲山 浩太郎/なかやま こうたろう

泉 幸樹/いずみ  こうき

嶋田 竜也/しまだ たつや

 ビギナー/シニア/75kg以下級 5分 2名

前田 邦昭 / まえだ くにあき

上北 浩司/うえきた こうじ

NR柔術
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