
３３３３名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ５７５７５７５７ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ５５５５分分分分後藤 誠後藤 誠後藤 誠後藤 誠ごとうごとうごとうごとう・・・・まことまことまことまことＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重高橋 増夫高橋 増夫高橋 増夫高橋 増夫 ３４３４３４３４たかはしたかはしたかはしたかはし・・・・ますおますおますおますおＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 １６１６１６１６内山 渉内山 渉内山 渉内山 渉うちやまうちやまうちやまうちやま・・・・わたるわたるわたるわたるﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝ豊橋豊橋豊橋豊橋BJJ ACADEMYBJJ ACADEMYBJJ ACADEMYBJJ ACADEMY ３３３３名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ５５５５分分分分金子 将明金子 将明金子 将明金子 将明かねこかねこかねこかねこ・・・・まさあきまさあきまさあきまさあき高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技TEAMTEAMTEAMTEAM----YYYY伊藤 勇一郎伊藤 勇一郎伊藤 勇一郎伊藤 勇一郎 ３３３３３３３３いとういとういとういとう・・・・ゆういちろうゆういちろうゆういちろうゆういちろう名古屋名古屋名古屋名古屋ブラジリアンブラジリアンブラジリアンブラジリアン柔術柔術柔術柔術クラブクラブクラブクラブ １５１５１５１５花井 晃太郎花井 晃太郎花井 晃太郎花井 晃太郎はないはないはないはない・・・・こうたろこうたろこうたろこうたろスプラッシュスプラッシュスプラッシュスプラッシュ ４４４４名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ７５７５７５７５ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ５５５５分分分分柴田 香津美柴田 香津美柴田 香津美柴田 香津美しばたしばたしばたしばた・・・・かつみかつみかつみかつみチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパン １７１７１７１７岩佐 裕志岩佐 裕志岩佐 裕志岩佐 裕志いわさいわさいわさいわさ・・・・ゆうじゆうじゆうじゆうじＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ３５３５３５３５永井 崇志永井 崇志永井 崇志永井 崇志ながいながいながいながい・・・・たかしたかしたかしたかしＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸ刈谷刈谷刈谷刈谷 １８１８１８１８辻川 浩継辻川 浩継辻川 浩継辻川 浩継つじかわつじかわつじかわつじかわ・・・・ひろつぐひろつぐひろつぐひろつぐＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ



８８８８名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ６９６９６９６９ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ５５５５分分分分花井 直哉花井 直哉花井 直哉花井 直哉はないはないはないはない・・・・なおやなおやなおやなおや名古屋名古屋名古屋名古屋ブラジリアンブラジリアンブラジリアンブラジリアン柔術柔術柔術柔術クラブクラブクラブクラブ ２２２２川原 良太川原 良太川原 良太川原 良太かわはらかわはらかわはらかわはら・・・・りょうたりょうたりょうたりょうた高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技TEAMTEAMTEAMTEAM----YYYY １９１９１９１９北澤 道人北澤 道人北澤 道人北澤 道人きたざわきたざわきたざわきたざわ・・・・みちひとみちひとみちひとみちひとスプラッシュスプラッシュスプラッシュスプラッシュ ３３３３小関 直也小関 直也小関 直也小関 直也おぜきおぜきおぜきおぜき・・・・なおやなおやなおやなおやパラエストラパラエストラパラエストラパラエストラ岐阜岐阜岐阜岐阜 ３６３６３６３６山本 岳輝山本 岳輝山本 岳輝山本 岳輝やまもとやまもとやまもとやまもと・・・・たかきたかきたかきたかきグッドマンジムグッドマンジムグッドマンジムグッドマンジム ４４４４野田 将博野田 将博野田 将博野田 将博のだのだのだのだ・・・・まさひろまさひろまさひろまさひろＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸ刈谷刈谷刈谷刈谷 ２０２０２０２０千賀 正伸千賀 正伸千賀 正伸千賀 正伸ちがちがちがちが・・・・まさのぶまさのぶまさのぶまさのぶ名古屋名古屋名古屋名古屋ブラジリアンブラジリアンブラジリアンブラジリアン柔術柔術柔術柔術クラブクラブクラブクラブ ５５５５原 浩之原 浩之原 浩之原 浩之はらはらはらはら・・・・ひろゆきひろゆきひろゆきひろゆきＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬ ２２２２名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ８１８１８１８１ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ５５５５分分分分岩崎 光伸岩崎 光伸岩崎 光伸岩崎 光伸いわさきいわさきいわさきいわさき・・・・みつのぶみつのぶみつのぶみつのぶスプラッシュスプラッシュスプラッシュスプラッシュ ３２３２３２３２梅村 真平梅村 真平梅村 真平梅村 真平うめむらうめむらうめむらうめむら・・・・しんぺいしんぺいしんぺいしんぺいＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ２２２２名名名名ビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルトビギナー アダルト ８７８７８７８７ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ５５５５分分分分木村 和史木村 和史木村 和史木村 和史きむらきむらきむらきむら・・・・かずふみかずふみかずふみかずふみＧＳＢＧＳＢＧＳＢＧＳＢ ３１３１３１３１河合 信尚河合 信尚河合 信尚河合 信尚かわいかわいかわいかわい・・・・のぶひさのぶひさのぶひさのぶひさﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝ豊橋豊橋豊橋豊橋BJJ ACADEMYBJJ ACADEMYBJJ ACADEMYBJJ ACADEMY



３３３３名名名名ビギナー マスタービギナー マスタービギナー マスタービギナー マスター ６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ５５５５分分分分竹内 真竹内 真竹内 真竹内 真たけうちたけうちたけうちたけうち・・・・まことまことまことまことＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ原 慎吾原 慎吾原 慎吾原 慎吾 ３０３０３０３０はらはらはらはら・・・・しんごしんごしんごしんご和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場 １４１４１４１４三谷 浩一三谷 浩一三谷 浩一三谷 浩一みたにみたにみたにみたに・・・・こういちこういちこういちこういちＧＳＢＧＳＢＧＳＢＧＳＢ ９９９９名名名名新垣 勇樹新垣 勇樹新垣 勇樹新垣 勇樹あらかきあらかきあらかきあらかき・・・・ゆうきゆうきゆうきゆうきＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ６６６６天草 博登天草 博登天草 博登天草 博登あまくさあまくさあまくさあまくさ・・・・ひろとひろとひろとひろと和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場 ２４２４２４２４河合 隆一河合 隆一河合 隆一河合 隆一かわいかわいかわいかわい・・・・りゅういちりゅういちりゅういちりゅういちトラストトラストトラストトラスト柔術柔術柔術柔術アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー木佐木 昭木佐木 昭木佐木 昭木佐木 昭 ７７７７きさききさききさききさき・・・・あきらあきらあきらあきらＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ １１１１中川 友博中川 友博中川 友博中川 友博 ４２４２４２４２なかがわなかがわなかがわなかがわ・・・・ともひろともひろともひろともひろＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬ吉村 龍明吉村 龍明吉村 龍明吉村 龍明よしむらよしむらよしむらよしむら・・・・たつあきたつあきたつあきたつあき百萬石百萬石百萬石百萬石 ８８８８松井 正行松井 正行松井 正行松井 正行まついまついまついまつい・・・・まさゆきまさゆきまさゆきまさゆき名古屋名古屋名古屋名古屋ブラジリアンブラジリアンブラジリアンブラジリアン柔術柔術柔術柔術クラブクラブクラブクラブ ２５２５２５２５岡田 和典岡田 和典岡田 和典岡田 和典おかだおかだおかだおかだ・・・・かずのりかずのりかずのりかずのりＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬ ９９９９山田 将大山田 将大山田 将大山田 将大やまだやまだやまだやまだ・・・・まさひろまさひろまさひろまさひろパラエストラパラエストラパラエストラパラエストラ岐阜岐阜岐阜岐阜



２２２２名名名名西川 徳西川 徳西川 徳西川 徳にしかわにしかわにしかわにしかわ・・・・とくとくとくとくＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ３９３９３９３９折戸 積秀折戸 積秀折戸 積秀折戸 積秀おりとおりとおりとおりと・・・・つみひでつみひでつみひでつみひで名古屋名古屋名古屋名古屋ブラジリアンブラジリアンブラジリアンブラジリアン柔術柔術柔術柔術クラブクラブクラブクラブ ８８８８名名名名橋本 健司橋本 健司橋本 健司橋本 健司はしもとはしもとはしもとはしもと・・・・けんじけんじけんじけんじＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ １０１０１０１０石田 勝也石田 勝也石田 勝也石田 勝也いしだいしだいしだいしだ・・・・かつやかつやかつやかつやＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ２２２２２２２２樋口 覚樋口 覚樋口 覚樋口 覚ひぐちひぐちひぐちひぐち・・・・あきらあきらあきらあきらＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬ １１１１１１１１野田 剛司野田 剛司野田 剛司野田 剛司のだのだのだのだ・・・・たけしたけしたけしたけしチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパンチームバルボーザジャパン ４１４１４１４１山本 龍之介山本 龍之介山本 龍之介山本 龍之介やまもとやまもとやまもとやまもと・・・・りゅうのすけりゅうのすけりゅうのすけりゅうのすけＧＲＯＧＲＯＧＲＯＧＲＯＵＵＵＵＮＤ ＣＯＲＥＮＤ ＣＯＲＥＮＤ ＣＯＲＥＮＤ ＣＯＲＥ １２１２１２１２小小小小林 仁林 仁林 仁林 仁史史史史こばやしこばやしこばやしこばやし・・・・ひとふみひとふみひとふみひとふみ百萬石百萬石百萬石百萬石 ２３２３２３２３竹竹竹竹下下下下 尚尚尚尚宏宏宏宏たけしたたけしたたけしたたけした・・・・なおひろなおひろなおひろなおひろＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ １３１３１３１３杉杉杉杉原 慎原 慎原 慎原 慎すすすすぎぎぎぎはらはらはらはら・・・・しんしんしんしんトラストトラストトラストトラスト柔術柔術柔術柔術アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー ２２２２名名名名阪堂阪堂阪堂阪堂 光浩光浩光浩光浩ばんばんばんばんどどどどうううう・・・・みつひろみつひろみつひろみつひろＫＫＫＫＣＣＣＣＷＷＷＷＳＳＳＳ父兄会父兄会父兄会父兄会 ３８３８３８３８栗栗栗栗山 直樹山 直樹山 直樹山 直樹くりやまくりやまくりやまくりやま・・・・なおきなおきなおきなおきＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ



３３３３名名名名杉杉杉杉山 健山 健山 健山 健すすすすぎぎぎぎやまやまやまやま・・・・たけしたけしたけしたけしパラエストラパラエストラパラエストラパラエストラ岐阜岐阜岐阜岐阜山口 大志山口 大志山口 大志山口 大志 ４０４０４０４０やまぐちやまぐちやまぐちやまぐち・・・・ひろしひろしひろしひろし百萬石百萬石百萬石百萬石 ２１２１２１２１吉田 一吉田 一吉田 一吉田 一弘弘弘弘よしだよしだよしだよしだ・・・・かずひろかずひろかずひろかずひろＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 １１１１名名名名タニタニタニタニ ルーカスルーカスルーカスルーカス ３７３７３７３７たにたにたにたに・・・・るるるるーーーーかすかすかすかすエクストリームバルボーザエクストリームバルボーザエクストリームバルボーザエクストリームバルボーザ ２２２２名名名名李 相寿李 相寿李 相寿李 相寿りりりり・・・・さんすさんすさんすさんすトラストトラストトラストトラスト柔術柔術柔術柔術アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー ４３４３４３４３松井松井松井松井 清幸清幸清幸清幸まついまついまついまつい・・・・きよゆききよゆききよゆききよゆきＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ三重三重三重三重 ３３３３名名名名赤尾 征爾赤尾 征爾赤尾 征爾赤尾 征爾あかおあかおあかおあかお・・・・せせせせいじいじいじいじＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ竹内 美樹竹内 美樹竹内 美樹竹内 美樹男男男男 ４５４５４５４５たけうちたけうちたけうちたけうち・・・・みきおみきおみきおみきお和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場和術慧舟會常滑道場 ２６２６２６２６廣瀬 公廣瀬 公廣瀬 公廣瀬 公浩浩浩浩ひろひろひろひろせせせせ・・・・きみひろきみひろきみひろきみひろＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ



２２２２名名名名村田村田村田村田 卓実卓実卓実卓実むらたむらたむらたむらた・・・・たくみたくみたくみたくみ））））和術慧舟會和術慧舟會和術慧舟會和術慧舟會Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－３３３３ ４４４４４４４４玉玉玉玉澤澤澤澤 慶朗慶朗慶朗慶朗たまざわたまざわたまざわたまざわ・・・・よしあきよしあきよしあきよしあきＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳＮＥＸ－ＳＰＯＲＴＳ ２２２２名名名名石田 浩石田 浩石田 浩石田 浩いしだいしだいしだいしだ・・・・ひろしひろしひろしひろしＫＫＫＫ太郎道場太郎道場太郎道場太郎道場 ４２４２４２４２神神神神谷谷谷谷 琢琢琢琢かみやかみやかみやかみや・・・・たくたくたくたくＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬＮＡＳＣＥＲ ＤＯ ＳＯＬ ３３３３名名名名三三三三好好好好 重光重光重光重光みよしみよしみよしみよし・・・・ししししげげげげみつみつみつみつﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝﾁｰﾑｲﾁｹﾝ豊橋豊橋豊橋豊橋BJJACADEMYBJJACADEMYBJJACADEMYBJJACADEMY徳徳徳徳弘 仙弘 仙弘 仙弘 仙一一一一 ４６４６４６４６とくひろとくひろとくひろとくひろ・・・・せせせせんいちんいちんいちんいちＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２７２７２７２７松本 博之松本 博之松本 博之松本 博之まつもとまつもとまつもとまつもと・・・・ひろゆきひろゆきひろゆきひろゆき名古屋名古屋名古屋名古屋ブラジリアンブラジリアンブラジリアンブラジリアン柔術柔術柔術柔術クラブクラブクラブクラブ ４４４４名名名名
プロフェッショナル アダルトプロフェッショナル アダルトプロフェッショナル アダルトプロフェッショナル アダルト ８１８１８１８１ｋｇｋｇｋｇｋｇ以下級以下級以下級以下級 ８８８８分分分分中村中村中村中村 ＫＫＫＫ太郎太郎太郎太郎なかむらなかむらなかむらなかむら・・・・けいたろうけいたろうけいたろうけいたろうＫＫＫＫ太郎道場太郎道場太郎道場太郎道場 ２８２８２８２８小小小小林 克林 克林 克林 克典典典典こばやしこばやしこばやしこばやし・・・・かつのりかつのりかつのりかつのり高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技高山総合格闘技TEAMTEAMTEAMTEAM----YYYY ４７４７４７４７久米 鷹久米 鷹久米 鷹久米 鷹介介介介くめくめくめくめ・・・・たかすけたかすけたかすけたかすけＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥＡＬＩＶＥ ２９２９２９２９三原 秀美三原 秀美三原 秀美三原 秀美みはらみはらみはらみはら・・・・ひでみひでみひでみひでみ総合格闘技道場総合格闘技道場総合格闘技道場総合格闘技道場ココココブラブラブラブラ会会会会


