DNGT09
プレビギナー フライ級
篠原 優馬 しのはらゆうま グッドスキル 165cm
吉岡 英一 よしおかひでかず 和術慧舟會 HEARTS 160cm
大竹 央暉 おおたけひろき ストライプル取手 162cm
武本 淳 たけもとじゅん UNO DOJO 165cm
岡村 広 おかむらひろし UNO DOJO

163cm

橋本 信訓 はしもとよしのり トイカツ道場 171cm
関谷 任史 せきたにただし Sora BJJ 168cm
プレビギナー フェザー級
吉田寛 よしだひろし グッドスキル 167cm
太田哲志 おおたさとし 和術慧舟會 HEARTS 176 ㎝
小山 恭弘 こやまやすひろ 和術慧舟會 HEARTS 175 ㎝
染野 友宏 そめのともひろ Never Quit 170cm
プレビギナー ライト級
森 健

もりけん Sora BJJ 178cm

橋本 敦 はしもとあつし UNO DOJO 172cm
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
藤代 晃精 ふじしろこうせい Sora BJJ 170cm
ビギナー フライ級
恒川瞭介 つねがわりょうすけ 外山道場 173cm
嘉者熊怜磨 かしゃくまれいま 和術慧舟會 Hearts
小野寺 崇文 おのでらたかふみ

169cm

和術慧舟會 HEARTS 162cm

ビギナー バンタム級
上島 秀幸 うえしまよしゆき URUSHI DOJO 163cm
喜田 隼人 きだはやと パトスタジオ 164cm
林 洋志 はやしひろゆき リバーサル横浜グランドスラム 167 ㎝
藤谷 重治 ふじたにしげはる Sora BJJ 169cm
別府 賢隆 べっぷまさたか Sora BJJ 172cm
ビギナー フェザー級
佐々木 駿 ささきしゅん R-BLOOD 163cm
地引 敦志 じびきあつし リバーサル武蔵小杉所プラス 171cm
岩内 光 いわうちひかる リバーサル新宿 MeWe 168cm
大友 容 おおともいるる トイカツ道場 165cm
上田 光延

うえだみつのぶ Never Quit

ビギナー ライト級
小林 聖誉 こばやしきよたか Sora BJJ 173cm
馬渕 祥 まぶちしょう トイカツ道場 172cm

173cm

ビギナー ウェルター級
柴崎 征人 しばざきまさと TRIBE TOKYO M.M.A
李 承運 い

182cm

おんうん 和術慧舟會 HEARTS 177cm

神田 直人 かんだなおと リバーサル新宿 MeWe

170cm

高橋 広行 たかはしひろゆき Never Quit 180cm
小笠原 優貴 おがさわらゆうき Sora BJJ 173cm
中祖 陽太 なかそようた Sora BJJ 73cm
ビギナー ヘビー級
庄子 天 しょうじそら トイカツ道場 176cm
ビギナー アブソリュート
庄子 天 しょうじそら トイカツ道場 176cm
アドバンス フライ級
和田 拓也 わだたくや

リバーサル武蔵小杉所プラス 166cm

佐久間 翔 さくましょう トイカツ道場 165cm
アドバンス バンタム級
長野 将太 ながのしょうた リバーサル武蔵小杉所プラス 165cm
白石 祐太郎 しらいしゆうたろう リバーサル新宿 MeWe

168cm

アドバンス フェザー級
西山 創 にしやまそう

リバーサル武蔵小杉所プラス 173cm

牧 孝博 まきたかひろ

グッドスキル 171cm

橋本 圭右 はしもとけいすけ PS 柔術アカデミー

164cm

三枝 亮太 さえぐさりょうた TRIBE TOKYO M.M.A 171cm
稲川 雅樹 いながわまさき リバーサル横浜グランドスラム 168cm
大久 保明 おおくぼあきら トイカツ道場 178cm
中桐 涼輔 なかぎりりょうすけ
岡部 邦彦

トイカツ道場

167cm

おかべくにひこ パラエストラ八王子

178cm

アドバンス ライト級
石原 健流 いしはらたける ストライプル取手 172cm
咲間 宣人 さくまひろと パラエストラ八王子 172cm
高須 将大 たかすしょうた ストライプル茨城 168cm
高野 裕理 たかのゆうり Never Quit 180cm
アドバンス ウェルター級
工藤 大輔 くどうだいすけ リバーサル横浜グランドスラム 173cm
柳井 夢翔 やないゆうと MeWe

180cm

アドバンス ミドル級
渡邊 雅祥 わたなべまさよし パラエストラ八王子 183cm
大木 良太 おおきりょうた TRIBE TOKYO M.M.A 175cm

アドバンス アブソリュート
咲間 宣人 さくまひろと パラエストラ八王子 172cm
渡邊 雅祥 わたなべまさよし パラエストラ八王子 183cm
高須 将大 たかすしょうた ストライプル茨城 168cm
橋本 圭右 はしもとけいすけ PS 柔術アカデミー

164cm

工藤 大輔 くどうだいすけ リバーサル横浜グランドスラム 173cm
岡部 邦彦

おかべくにひこ パラエストラ八王子

178cm

エキスパート バンタム級
前野 辰一 まえのしんいち 駒込カタナジム 157cm
清水 清隆 しみずきよたか

TRIBE TOKYO M.M.A 158cm

エキスパート ライト級
石井 宏幸 いしいひろゆき トイカツ道場 172cm
岡崎 創 おかざきそう トイカツ道場 165cm
大越 崇弘 おおこしたかひろ TRIBE TOKYO M.M.A 168cm
山本 淳章 やまもとのぶあき パラエストラ千葉 170cm
女子プレビギナー ストロー級
大西 絵美 おおにしえみ FREEDOM@OZ 150cm
浅野 菜月 あさのなつき NATURAL9 156cm
女子ビギナー フェザー級
佐々木 愛美 ささきあいみ R-BLOOD 167cm
女子アドバンス ストロー級
吉田 正子 よしだまさこ リバーサル新宿 MeWe

160cm

松本 彩 まつもとあや DRAGON’S DEN 157cm
大久保 あや子 おおくぼあやこ トイカツ道場 158cm
MASTER GT ０２
プレビギナー バンタム級
杉田 涼一 すぎたりょういち UNO DOJO

169cm

石井 宏昌 いしいひろまさ Sora BJJ 166cm
プレビギナー ライト級
鈴木 浩晃 すずきひろあき NATURAL9 172cm
大森 雄一 おおもりゆういち TRIBE TOKYO M.M.A 167cm
瀧嶋 俊介 たきしましゅんすけ

Sora BJJ 175cm

ビギナー フライ級
坪井 行雄 つぼいゆきお パラエストラ東京 165cm
児玉 尊祥 こだまたかあき リバーサル横浜グランドスラム 166cm
ビギナー ライト級
風間 浩伸 かざまひろのぶ FREEDOM@OZ 171cm
高田 博 たかだひろし ロータス世田谷 170cm

アドバンス フライ級
土田 一晴 つちだかずはる リバーサル武蔵小杉所プラス
アドバンス バンタム級
遠藤 亮平 えんどうりょうへい

Never Quit 163cm

可知 陽一 かちよういち リバーサル新宿 MeWe

164cm

アドバンス ライト級
大蔵 裕介 おおくらゆうすけ X-treme 柔術アカデミー 170cm
長谷川 秀樹

はせがわひでき ねわざワールド品川

168cm

STRIKING 14
プレビギナー ストロー級
阿部 雅也 あべまさや

駒込カタナジム 155.5cm

プレビギナー バンタム級
皆川 心瞳 みながわこどう URUSHI DOJO 172cm
楢崎 雄太 ならさきゆうた Hearts Kix

169cm

プレビギナー フェザー級
加藤 拓 かとうたく NATURAL9 175cm
髙松 準 たかまつじゅん NATURAL9 178cm
泉川 仁 いずみかわひとし トライフォース赤坂 178cm
小金井 雄司 こがねいゆうじ 和術慧舟會 HEARTS 178 ㎝
太田哲志 おおたさとし 和術慧舟會 Hearts 176cm
プレビギナー ライト級
赤松 真吾 あかまつしんご TRIBE TOKYO M.M.A 173cm
西山 祐司 にしやまゆうじ 和術慧舟會
Jordan Sabroux

HEARTS 171cm

じょーだんさぶろっくす URUSHI DOJO 181cm

小林 文朋 こばやしふみとも 和術慧舟會 HEARTS 175 ㎝
プレビギナー ウェルター級
曺 勇治 ちょ よんち TRIBE TOKYO M.M.A 171cm
山縣 真史 やまがたまさし グッドスキル 175cm
プレビギナー ミドル級
大竹 怜 おおたけれい URUSHI DOJO

169cm

ビギナー フライ級
三嶋 基史 みしまもとふみ URUSHI DOJO 167cm
鵜澤 佑気 うざわゆうき URUSHI DOJO 163cm
小野寺 崇文 おのでらたかふみ

和術慧舟會 HEARTS 162cm

ビギナー バンタム級
上嶋 秀幸 うえしまよしゆき URUSHI DOJO 160cm
本庄 寛行 ほんじょうひろゆき

和術慧舟會 HEARTS 170cm

ビギナー フェザー級
田川 和晴 たがわかずはる NATURAL9 172cm
長倉 秀一 ながくらしゅういち

トライフォース赤坂 176cm

山田 英司 やまだえいじ 東京スタンドアウト 171cm
西山 裕 にしやまゆたか Never Quit 169cm
上田 光延 うえだみつのぶ Never Quit

173cm

小山 恭弘 こやまやすひろ 和術慧舟會 HEARTS 175 ㎝
ビギナー ライト級
森 弘吉 もりこうきち

Hearts kix 176cm

鈴木 浩晃 すずきひろあき NATURAL9 172cm
沼田 優 ぬまたゆう 和術慧舟會 HEARTS 184cm
ビギナー ウェルター級
神田 直人 かんだなおと MeWe

170cm

上原 理 うえはらおさむ Never Quit 176cm
ビギナー ライトヘビー級
住友顕也 すみともけんや NATURAL9

173cm

アドバンス バンタム級
門倉 学 かどくらまなぶ カタナジム 170cm
堤 圭佑 つつみけいすけ TRIBE TOKYO M.M.A

168cm

葛島 浩之 くずしまひろゆき グッドスキル 168cm
松山 平 まつやまたいら リバーサル横浜グランドスラム 168cm
アドバンス ウェルター級
上原 平 うえはらたいら リバーサル横浜グランドスラム
柴崎 征人 しばざきまさと TRIBE TOKYO M.M.A

173cm

182cm

アドバンス -79kg 級
大城 佑大 おおしろゆうた グッドスキル 183cm
大木 良太 おおきりょうた TRIBE TOKYO M.M.A

175cm

女子プレビギナー ストロー級
石川 あゆみ

いしかわあゆみ GRABAKA ジム 151cm

松口 美里 まつぐちみさと Hearts kix 160cm
女子ビギナー フライ級
斧田 良子 おのだよしこ T-BLOOD 164cm
坂村 優子 さかむらゆうこ URUSHI DOJO 162cm
女子ビギナー バンタム級
清水 美貴子 しみずみきこ T-BLOOD 163cm
加園 由貴子 かぞのゆきこ グッドスキル 172cm

