
リングネーム 所属

島田　太陽 パラエストラ東大阪 アダルト 白帯初級 ルースター

横嶋　壱翔 パラエストラ和泉 アダルト 白帯初級 ルースター

岩切　翔　 Ｇ－ＦＲＥＥ アダルト 白帯初級 ルースター

留河　楓大 トライフォース柔術アカデミー アダルト 白帯初級 ルースター

キャイ〜ン湧太！ Ｇ－ＦＲＥＥ アダルト 白帯初級 ルースター

川村　卓也 パラエストラ和泉 アダルト 白帯初級 ルースター

松田　智有 剛斗館 アダルト 白帯初級 ルースター

大和　翔太 剛斗館 アダルト 白帯初級 ルースター

石原　幸恵 修斗ジム大阪 女子 白帯初級 ライトフェザー

はつみ ＭＩＢＵＲＯ 女子 白帯初級 ライトフェザー

元古　淳 京都何気 シニア 白帯初級 ライトフェザー

中沢　雄一郎 GROUND　CORE シニア 白帯初級 ライトフェザー

浜中　大輔 トライフォース柔術アカデミー シニア 白帯初級 ライトフェザー

中島　誠司 パラエストラ森ノ宮 シニア 白帯初級 ライトフェザー

平松　佑樹 GROUND　CORE アダルト 白帯初級 ライトフェザー

國光　広大 パラエストラ東大阪 アダルト 白帯初級 ライトフェザー

村田　遥琉 style アダルト 白帯初級 ライトフェザー

西原　大也 パラエストラ森ノ宮 アダルト 白帯初級 ライトフェザー

石原　彰斗 八尾ブラジリアン柔術 アダルト 白帯初級 ライトフェザー

Mキャンター　 パラエストラ東大阪 アダルト 白帯初級 ライトフェザー

井上　正稀 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ アダルト 白帯初級 ライトフェザー

原田　壮太 トライフォース柔術アカデミー アダルト 白帯初級 ライトフェザー

井上　雄太 Ｋ－ＭＡＳＬ アダルト 白帯初級 ライトフェザー

金　泰勲 インパクト大阪 シニア 白帯初級 フェザー

といけん 喜柔会 シニア 白帯初級 フェザー

石原　直樹 西神ＢＪＪ シニア 白帯初級 フェザー

万代　幸大朗 パラエストラ和泉 アダルト 白帯初級 フェザー

豊嶋　真夏 パラエストラ和泉 アダルト 白帯初級 フェザー

田中　祥之 修斗ジム大阪 アダルト 白帯初級 フェザー

藪中　慧　 ＴＡＤ アダルト 白帯初級 フェザー

梅本　紳平 パラエストラ森ノ宮 アダルト 白帯初級 フェザー

小川　愛佑菜 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ 女子 白帯初級 ライト

加茂前　絵里香 GROUND　CORE 女子 白帯初級 ライト

片山　智絵 修斗ジム大阪 女子 白帯初級 ライト

東松　優香 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ 女子 白帯初級 ライト

多井　哲郎 パラエストラ和泉 シニア 白帯初級 ライト

藤井　陽介 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ シニア 白帯初級 ライト

黒台　文一 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ シニア 白帯初級 ライト

西村　俊輔 モンスターハウス シニア 白帯初級 ライト

清武　春也　 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ アダルト 白帯初級 ライト

片岡　優大 修斗ジム大阪 アダルト 白帯初級 ライト

西岡　大豊 高槻柔術 アダルト 白帯初級 ライト

奥野　正人 清心館 シニア 白帯初級 ミドル

吉田　光男 修斗ジム大阪 シニア 白帯初級 ミドル

篷　さやか　 Ｌｉｏｎジム 女子 白帯初級 ミディアムヘビー

及川　浩慶　 パラエストラ大阪 アダルト 白帯初級 スーパーヘビー

服部　駿平 空我 アダルト 白帯初級 スーパーヘビー

土井　淳 修斗ジム大阪 アダルト 白帯初級 ウルトラヘビー

組み合わせの都合上　階級が上の選手と対戦する
場合もあります。ご了承ください。
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仁平　泰 spark アダルト 白帯中級 ルースター

大西 京橋柔術 アダルト 白帯中級 ルースター

秋吉　拓史 総合格闘技道場コブラ会 アダルト 白帯中級 ルースター

大久保　幸介 ＴＥＡＭ　ＫＩＺＵＮＡ アダルト 白帯中級 ルースター

渡邉　一生 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ アダルト 白帯中級 ライトフェザー

白井　稜三 パラエストラ森ノ宮 アダルト 白帯中級 ライトフェザー

原田　大義 京橋柔術 アダルト 白帯中級 ライトフェザー

辻　莞爾　 ＭＩＢＵＲＯ アダルト 白帯中級 ライトフェザー

木下　智之 修斗ジム大阪 アダルト 白帯中級 ライトフェザー

梅本　純平 パラエストラ森ノ宮 アダルト 白帯中級 ライトフェザー

樋口　貴史 誠心館柔術 シニア 白帯中級 フェザー

福井　俊和 モンスターハウス シニア 白帯中級 フェザー

内山　萱人 GROUND　CORE アダルト 白帯中級 フェザー

濱口　奏琉 パラエストラ和泉 アダルト 白帯中級 フェザー

飯田　朔海 西神ＢＪＪ アダルト 白帯中級 フェザー

河合　雄大 トライフォース柔術アカデミー アダルト 白帯中級 フェザー

椎原　大地 八尾ブラジリアン柔術 アダルト 白帯中級 フェザー

越智　柊一朗 GROUND　CORE アダルト 白帯中級 フェザー

山本　和希 吹田柔術 アダルト 白帯中級 フェザー

竹下　考 京橋柔術 シニア 白帯中級 ライト

岸　孝夫 パラエストラ大阪 シニア 白帯中級 ライト

松木　稜憲 京橋柔術 シニア 白帯中級 ライト

大森　厚 t-grapple シニア 白帯中級 ライト

入江　弘樹 高槻柔術 シニア 白帯中級 ライト

親盛　拓己 Ｇ－ＦＲＥＥ アダルト 白帯中級 ライト

はたざわけんすけ ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ アダルト 白帯中級 ライト

ひゅうが パラエストラ大阪 アダルト 白帯中級 ライト

ヤマモト パラエストラ東大阪 アダルト 白帯中級 ライト

堀田　晃太郎 パラエストラ森ノ宮 アダルト 白帯中級 ライト

佐々木　達憲 空我 シニア 白帯中級 ミディアムヘビー

竹嶋　統 喜柔会 シニア 白帯中級 ミディアムヘビー

山本　孝也 パラエストラ森ノ宮 シニア 白帯中級 ミディアムヘビー

鯉住　史也 モンスターハウス アダルト 白帯中級 ヘビー

宮原　譲二 Ｋ－ＭＡＳＬ アダルト 白帯中級 ヘビー

安 ジェス Ｌｉｏｎジム アダルト 白帯中級 ウルトラヘビー
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ＭＡＫＯ トライフォース柔術アカデミー 女子 青帯 ライトフェザー

宮下　光 パラエストラ大阪 女子 青帯 ライトフェザー

堀江　泰史 パラエストラ東大阪 シニア 青帯 ライトフェザー

甲良　哲也 京都何気 シニア 青帯 ライトフェザー

山口　幸治 八尾ブラジリアン柔術 シニア 青帯 フェザー

信賀　武生 パラエストラ東大阪 シニア 青帯 フェザー

中嶋　義人 トライフォース柔術アカデミー シニア 青帯 フェザー

森田　高弘 ねわざワールド阪神 シニア 青帯 フェザー

谷中　汰知 ＢＯＡＳＯＲＴＥ柔術アカデミー アダルト 青帯 フェザー

小杉　健 谷柔術 アダルト 青帯 フェザー

荒井　竜哉 パラエストラ和泉 アダルト 青帯 フェザー

谷口　健人 西神ＢＪＪ アダルト 青帯 フェザー

松田　涼 Ultimate JiuJitsu Club アダルト 青帯 フェザー

井田　黎 Ultimate JiuJitsu Club アダルト 青帯 フェザー

にゃんばにゃおと モンスターハウス アダルト 青帯 フェザー

三木　慶樹 Ｗ－ＣＲＯＳＳ アダルト 青帯 フェザー

太田　祐輔 Ｋ－ＭＡＳＬ アダルト 青帯 フェザー

ナナ Ultimate JiuJitsu Club 女子 青帯 ライト

吉川　愛里 西神ＢＪＪ 女子 青帯 ライト

ＭＯＹＯ Jiu-Jitsu　GYM　Trinity 女子 青帯 ライト

松本　裕司 吹田柔術 シニア 青帯 ライト

荻野　王昇 修斗ジム大阪 アダルト 青帯 ライト

高谷　道也 Ｋ－ＭＡＳＬ アダルト 青帯 ライト

河合　葉菜 吹田柔術 女子 青帯 ミドル

清水　隆仁 吹田柔術 シニア 青帯 ヘビー

Busch Michael 西神ＢＪＪ シニア 青帯 ヘビー

村山　智基 Ｋ－ＭＡＳＬ アダルト 青帯 スーパーヘビー

青山　準 誠心館柔術 アダルト 紫帯 フェザー

早嶋　一貴 ＭＩＢＵＲＯ アダルト 紫帯 フェザー

中務　雄太 ＢＬＯＷＳ アダルト 紫帯 フェザー

藤本　昌士 ＳＣＯＲＰＩＯＮＧＹＭ シニア 茶帯 ライトフェザー

岡田　昌之 誠心館柔術 シニア 茶帯 フェザー

石田 拓也 トライフォース柔術アカデミー アダルト 茶帯 フェザー

大西　翔平 吹田柔術 アダルト 茶帯 ミドル

清水　昌雄 フォレストプラス シニア 茶帯 ミディアムヘビー

原田　将行 西神ＢＪＪ アダルト 茶帯 ミディアムヘビー

横山　雅典 総合格闘技道場コブラ会 シニア 茶帯 スーパーヘビー

赤塚　幸平 吹田柔術 アダルト 茶帯 スーパーヘビー

上畑　哲夫 spark シニア 黒帯 ミディアムヘビー

林　康二郎 パラエストラ和泉 シニア 黒帯 ミディアムヘビー

三浦　恵 吹田柔術 シニア 黒帯 ミディアムヘビー


