
ストライキング

カテゴリー 階級 名前 ふりがな 所属 身長
プレビギナー 女子ストロー 永田 千沙都 ながた ちさと リバーサルジム立川ALPHA 161cm
プレビギナー 女子フライ級 斧田 良子 おのだ よしこ T-BLOOD 164cm
プレビギナー 女子フライ級 浅野 菜月 あさの なつき NATURAL 9 157cm
プレビギナー 女子フライ級 加園 由貴子 かぞのゆきこ グッドスキル 171cm
プレビギナー 女子バンタム級 清水 美貴子 しみず みきこ T-BLOOD 163.9cm
プレビギナー フライ級 本吉 善弘 もとよし よしひろ NEVER QUIT 173ｃｍ
プレビギナー フライ級 永田 勇貴 ながた ゆうき 和術慧舟會HEARTS 171cm
プレビギナー フライ級 嘉者熊 怜磨 かしゃくま れいま 和術慧舟會HEARTS 169ｃｍ
プレビギナー フライ級 岩本 誠治 いわもと せいじ リバーサルジム立川ALPHA 160ｃｍ
プレビギナー フライ級 浅井 健士 あさい たけし リバーサルジム立川ALPHA 169ｃｍ
プレビギナー フライ級 押領司 恭平 おうりょうじ きょうへい リバーサルジム立川ALPHA 165cm
プレビギナー バンタム級 島村 晃 しまむら あきら TRIBE TOKTO M.M.A 169cm
プレビギナー バンタム級 森下 信 もりした しん リバーサルジム立川ALPHA 159ｃｍ
プレビギナー フェザー級 冨澤 靖 とみざわ やすし TRIBE TOKTO M.M.A 168cm
プレビギナー フェザー級 髙松 準 たかまつ じゅん NATURAL 9 173cm
プレビギナー フェザー級 菊地 哲 きくち さとる 和術慧舟會HEARTS 170cm
プレビギナー フェザー級 西山 祐司 にしやま ゆうじ 和術慧舟會HEARTS 171cm
プレビギナー フェザー級 田中 文太 たなか ぶんた URUSHI DOJO 171cm
プレビギナー ライト級 日高 裕朗 ひだか ひろあき NATURAL 9 173cm
プレビギナー ライト級 鈴木 健之 すずき けんじ リバーサルジム立川ALPHA 172ｃｍ
プレビギナー ライト級 沼田 優 ぬまた ゆう 和術慧舟會HEARTS 185cm
プレビギナー ウェルター級 神田 直人 かんだ なおと リバーサルジム新宿Me We 170cm
プレビギナー ウェルター級 小山 恭弘 こやま やすひろ 和術慧舟會HEARTS 175ｃｍ
プレビギナー ミドル級 髙橋 佑輔 たかはし ゆうすけ 和術慧舟會HEARTS 186ｃｍ

ビギナー 女子アトム級 松本 彩 まつもと あや DGAGON's DEN 150cm
ビギナー 女子 フライ級 山本 まゆ やまもと まゆ リバーサルジム新宿Me We 159ｃｍ
ビギナー 女子 フェザー級 櫻井 美穂 さくらい みほ DGAGON's DEN 168cm
ビギナー 女子フェザー級 志賀 優美 しが ゆみ TRIBE TOKTO M.M.A 161cm
ビギナー ストロー級 木部 滉太 きべ こうた リバーサルジム立川ALPHA 163cm
ビギナー フライ級 臺 龍司 だい りゅうじ TRIBE TOKTO M.M.A 166cm
ビギナー フライ級 角倉 大二郎 かどくら だいじろう パラエストラ東京 164cm
ビギナー フライ級 杉浦 弘幸 すぎうら ひろゆき NEVER QUIT 161cm
ビギナー フライ級 藤井 浩明 ふじい ひろあき NEVER QUIT 163cm
ビギナー フライ級 伊藤 祐輔 いとう ゆうすけ パラエストラ八王子 162ｃｍ
ビギナー フライ級 鎌田 大士 かまだ たいし 和術慧舟會HEARTS 160ｃｍ
ビギナー フライ級 馬淵 慶太 まぶち けいた URUSHI DOJO 163cm
ビギナー バンタム級 渡辺 智 わたなべ さとし パラエストラ八王子 172ｃｍ
ビギナー バンタム級 相原 直紀 あいはら なおき NEVER QUIT 169ｃｍ
ビギナー バンタム級 本庄 寛行 ほんじょう ひろゆき 和術慧舟會HEARTS 170cm
ビギナー バンタム級 中野 雄基 なかの ゆうき リバーサルジム立川ALPHA 168cm
ビギナー バンタム級 中村 博亮 なかむら ひろあき リバーサルジム立川ALPHA 172ｃｍ
ビギナー フェザー級 濱端 拳士 はまばた けんし TRIBE TOKTO M.M.A 165cm
ビギナー フェザー級 髙松 壱匡 たかまつ かずまさ TRIBE TOKTO M.M.A 178cm
ビギナー フェザー級 青砥 秀明 あおと ひであき NEVER QUIT 175ｃｍ
ビギナー フェザー級 神田 隆 かんだ たかし パラエストラ渋谷 172ｃｍ
ビギナー フェザー級 油谷 航 あぶらや わたる マカコ柔術アカデミー 176ｃｍ
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 イーライ ライオンズ いーらい らいおんず NATURAL 9 170cm
ビギナー フェザー級 北見 哲志 きたみ てつし リバーサルジム立川ALPHA 176ｃｍ
ビギナー フェザー級 牧 孝博 まき たかひろ グッドスキル 171cm
ビギナー ライト級 岩崎 伸弘 いわさき のぶひろ TRIBE TOKTO M.M.A 171cm
ビギナー ライト級 曺 勇治 ちょ よんち TRIBE TOKTO M.M.A 171cm
ビギナー ライト級 杉本 卓也 すぎもと たくや NATURAL 9 171cm
ビギナー 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
ビギナー ライト級 名古谷 真介 なごたに しんすけ リバーサルジム新宿Me We 177cm
ビギナー ライト級 藤井 大介 ふじい だいすけ NEVER QUIT 175ｃｍ
ビギナー ウェルター級 阿部 俊英 あべ としひで 和術慧舟會HEARTS 173ｃｍ
ビギナー ウェルター級 風間 大輝 かざま だいき T-BLOOD 181cm
ビギナー ウェルター級 松下 裕 まつした ゆたか リバーサルジム立川ALPHA 174cm
ビギナー ウェルター級 リアム ユリンズ りあむ ゆりんず 和術慧舟會HEARTS 179ｃｍ

アドバンス フライ級 中村 洋介 なかむら ようすけ DGAGON's DEN 166cm
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 バンタム級 中野 直登 なかの なおと T.T.M URUSHI DOJO 170cm
アドバンス ライト級 三由 篤志 みよし あつし NATURAL 9 178cm
アドバンス ライト級 亀井 晨佑 かめい しんすけ パラエストラ八王子 180cm

エキスパート ライトヘビー級 渡邊 雅祥 わたなべ まさよし パラエストラ八王子 183ｃｍ
エキスパート ライトヘビー級 佐藤 天 さとう たかし TRIBE TOKTO M.M.A 182ｃｍ


