
グラップリング

カテゴリー 階級 名前 ふりがな 所属 身長
プレビギナー ストロー級 阿部 圭一郎 あべ けいいちろう CAVE 169ｃｍ
プレビギナー ストロー級 高柳 佳巳 たかやなぎ よしみ CAVE 164ｃｍ
プレビギナー フライ級 寺嶋 直人 てらじま なおと SUBMIT MMA 169ｃｍ
プレビギナー フライ級 橋本　佳訓 はしもと　よしのり トイカツ道場 171ｃｍ
プレビギナー フライ級 笠井 聡 かさい さとし TRIBE TOKTO M.M.A 163ｃｍ
プレビギナー バンタム級 宮平　守太郎 みやひら　しゅうたろう トイカツ道場 170cm
プレビギナー バンタム級 相原 大典 あいはら だいすけ トイカツ道場 168cm
プレビギナー フェザー級 竹下 悟 たけした さとる リバーサルジム立川ALPHA 171ｃｍ
プレビギナー フェザー級 七高 剛 ななたか ごう NATURAL9 173ｃｍ
プレビギナー フェザー級 上田 裕史 うえだ ひろふみ UNO DOJO 174ｃｍ
プレビギナー ライト級 川口 柊 かわぐち しゅう IGGY HAND'S GYM 178cm
プレビギナー ライト級 橋爪 雅樹 はしづめ まさき UNO DOJO 177cm
プレビギナー ライト級 三由 篤志 みよし あつし NATURAL9 178cm
プレビギナー ライト級 日髙 裕朗 ひだか ひろあき NATURAL9 173ｃｍ
プレビギナー ライト級 髙石 洋介 たかいし ようすけ NATURAL9 168cm
プレビギナー ライト級 羽田 貴彦 はだ たかひこ SUBMIT MMA 173ｃｍ
プレビギナー ライト級 チョー　スア　ミェッ　アウンちょー　すあ　みぇっ　あうん トイカツ道場 167ｃｍ
プレビギナー ライト級 斉藤　圭太 さいとう　けいた URUSHI DOJO 171ｃｍ
プレビギナー ウェルター級 大塚 丈誉 おおつか たけほ ロータス世田谷 176cm
プレビギナー ウェルター級 毛受 寛貴 かんじょう よしたか NATURAL9 169ｃｍ
プレビギナー ミドル級 宇佐美 健太郎 うさみ けんたろう 和術慧舟會HEARTS 170cm

ビギナー フライ級 稲川 瞭介 いながわ りょうすけ 外山道場 173ｃｍ
ビギナー フライ級 梅本　達郎 うめもと　たつろう 所プラス 165ｃｍ
ビギナー バンタム級 木村 真拓 きむら まさひろ 和術慧舟會HEARTS 167ｃｍ
ビギナー バンタム級 岩田 潤一 いわた じゅんいち SUBMIT MMA 172cm
ビギナー バンタム級 須藤 孝幸 すどう たかゆき UNO DOJO 170cm
ビギナー バンタム級 千賀 一由 せんが　かずよし NEVER QUIT 171ｃｍ
ビギナー フェザー級 白幡 健太郎 しらはた　けんたろう 和術慧舟會HEARTS 171ｃｍ
ビギナー フェザー級 小林 聖誉 こばやし　きよたか 空Bjj 174ｃｍ
ビギナー フェザー級 平岡 靖人 ひらおか やすと NATURAL9 172cm
ビギナー フェザー級 北原 史章 きたはら ふみあき ロータス世田谷 168cm
ビギナー フェザー級 髙松 準 たかまつ じゅん NATURAL9 178cm
ビギナー フェザー級 海老原 英明 えびはら ひであき TRIBE TOKTO M.M.A 178cm
ビギナー フェザー級 花里 錬三 はなさと　れんぞう 和術慧舟會HEARTS 180ｃｍ
ビギナー フェザー級 足立 正 未記入 Sora　Bjj 175ｃｍ
ビギナー フェザー級 伏見　達之介 ふしみ　たつのすけ URUSHI DOJO 168cm
ビギナー フェザー級 山下 健一 やました けんいち リバーサルジム立川ALPHA 170cm
ビギナー ライト級 高田 博 たかだ ひろし ロータス世田谷 170cm
ビギナー ライト級 鈴木　健之 すずき たけゆき NATURAL9 170cm
ビギナー ライト級 内山 拓真 うちやま　たくま CAVE 172cm
ビギナー ライト級 内山 啓嗣 うちやま　ひろし SUBMIT MMA 171ｃｍ
ビギナー ライト級 石原 健流 いしはら たける ストライプル取手 173ｃｍ
ビギナー ライト級 北林 慎也 きたばやし しんや NEVER QUIT 173ｃｍ
ビギナー ライト級 神田 将司 かんだ まさし NEVER QUIT 169ｃｍ
ビギナー ライト級 大井 健 おおい けん NEVER QUIT 172cm
ビギナー ライト級 澤木　勇太 さわき　ゆうた URUSHI DOJO 176cm
ビギナー ライト級 小倉　進也 おぐら　しんや X-treme 柔術アカデミー 181ｃｍ
ビギナー ウェルター級 佐々木玄洋 ささき げんよう TRIBE TOKTO M.M.A 183cm
ビギナー ウェルター級 小笠原 優貴 おがさわら　ゆうき Sora　Bjj 173ｃｍ
ビギナー ウェルター級 水野　佑紀 みずの　ゆうき DUROジム 173ｃｍ
ビギナー ウェルター級 林 宏信 はやし ひろのぶ ファイティングラボ松本 168cm
ビギナー ミドル級 浜谷 泰彰 はまや やすあき GRABAKA 182ｃｍ
ビギナー ミドル級 重光 佑輔 しげみつ ゆうすけ ファイティングラボ松本 182ｃｍ

ビギナーアブソルート級 白幡 健太郎 しらはた　けんたろう 和術慧舟會HEARTS 171ｃｍ
ビギナーアブソルート級 浜谷 泰彰 はまや やすあき　 GRABAKA 182ｃｍ

アドバンス フライ級 神田 哲郎 かんだ てつろう 和術慧舟會HEARTS 163ｃｍ
アドバンス フライ級 土田　一晴 つちだ　かずはる 所プラス 未記入
アドバンス フライ級 市村　和一 いちむら　かずいち 所プラス 158ｃｍ
アドバンス フライ級 坂留 知弥 さかとめ ともや TRIAL&ERROR 153cm
アドバンス バンタム級 金澤 臣人 かなざわ　おみと 高田馬場道場 171ｃｍ
アドバンス バンタム級 梅原 信行 うめはらのぶゆき 和術慧舟會駿河道場 168cm
アドバンス フェザー級 川端　卓 かわばた　すぐる　 SUBMIT MMA 165ｃｍ
アドバンス フェザー級 萩原　匡平 はぎわら　きょうへい ストライプル取手 168cm
アドバンス フェザー級 岩崎　武志 いわさき　たけし 和術慧舟會駿河道場 177cm
アドバンス フェザー級 北本　賢一 きたもと　けんいち パラエストラ八王子 164ｃｍ
アドバンス フェザー級 阿部 俊彦 あべ としひこ DUROジム 173ｃｍ
アドバンス フェザー級 大蔵 祐介 おおくら ゆうすけ X-treme 柔術アカデミー 170cm
アドバンス フェザー級 三枝 亮太 さえぐさ りょうた TRIBE TOKTO M.M.A 172cm
アドバンス フェザー級 牧　孝博 まき たかひろ グットスキル 171ｃｍ
アドバンス フェザー級 大久保 明 おおくぼ あきら トイカツ道場 178cm
アドバンス ライト級 亀谷　昌樹 かめや　まさき 所プラス 175ｃｍ
アドバンス ライト級 森本　猛光 もりもと　たけつぐ 所プラス 166cm
アドバンス ライト級 櫻井　裕康 さくらい　ひろやす NEVER QUIT 176cm
アドバンス ライト級 藤田　貴士 ふじた　たかし リバーサルジム横浜グランドスラム 170cm
アドバンス ライト級 和田 健太郎 わだ けんたろう リバーサルジム新宿Me We 168cm
アドバンス ウェルター級 小林 凪生 こばやし なお 和術慧舟會HEARTS 175ｃｍ
アドバンス ウェルター級 Nick Badis ニックバディス NATURAL9 170cm
アドバンス ウェルター級 市川 敬三 いちかわ けいぞう NATURAL9 168cm
アドバンス ウェルター級 菊入　正行 きくいり　まさゆき NEVER QUIT 184ｃｍ
アドバンス ウェルター級 Nick Badis ニックバディス NATURAL9 170cm
アドバンス ウェルター級 玉ノ井 武 たまのい たけし DUROジム 166cm
ビギナー 女子ストロー級 内藤 由利子 ないとう ゆりこ Sora　Bjj 155cm

プレビギナー 女子フライ級 宇佐美 祐子 うさみ ゆうこ 和術慧舟會HEARTS 160ｃｍ
アドバンス 女子アトム級 松本 彩 まつもと あや DGAGON's DEN 150cm
アドバンス 女子ストロー級 八木沼　志保 やぎぬま　しほ ネクサセンス 157ｃｍ

アドバンス　アブソルート 川端　卓 かわばた　すぐる SUBMIT MMA 165ｃｍ
アドバンス　アブソルート 小林　潤矢 こばやし　じゅんや パラエストラ八王子 172cm
アドバンス　アブソルート 髙岡　和樹 たかおか　かずき 和術慧舟會駿河道場 172cm
アドバンス　アブソルート 藤田　貴士 ふじた　たかし リバーサルジム横浜グランドスラム 170cm
アドバンス　アブソルート 大久保 明 おおくぼ あきら トイカツ道場 178cm

エキスパート バンタム級 中村 洋介 なかむら ようすけ DGAGON's DEN 166cm
エキスパート ライト級 濵﨑 一登 はまざき かずと ロータス世田谷 167.5cm
エキスパート ライト級 橋本 祐介 はしもと　ゆうすけ SUBMIT MMA 169ｃｍ


