
-64.0kg

×

優勝
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

○

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-88.3kg

優勝
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-57.5kg

×

優勝
トラスト柔術アカデミー

0-5 AD0-3 

○

石田道場

-70.0kg

×

優勝
Team Barbosa Japan

○

石田道場

-82.3kg

○

優勝
グレイシーバッハ 愛知

×

石田道場

-88.3kg

優勝
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

茶帯/アダルト/プルーマ級 8分 2名

永嶋 賢史/ながしま さとし

7:20 袖車絞 

木内 康/きのうち こう

茶帯/アダルト/メイオペサード級 8分 1名

佐藤 信宏/さとう のぶひろ

青帯/アダルト/ガロ級 6分 2名

中西 哲生/なかにし てつお

竹島 啓太/たけしま けいた

青帯/アダルト/ペナ級 6分 2名

鈴木 宏昌/すずき ひろまさ

2:11 キムラ 

西口 健太郎/にしぐち けんたろう

青帯/マスター/メジオ級 5分 1名

Rodrigo De Souza/ホドリゴ デ ソウザ

2：07 腕十字 

米良　伸一郎/めら しんいちろう

青帯/マスター/メイオペサード級 5分 1名

大田 博士/おおた ひろし



-64.0kg

○
ナゴヤファイトクラブ

2-2 AD1-0 
×

×

優勝

○
グレイシーバッハ 愛知

0-0 AD1-0 
○

×

-76.0kg

○

優勝5-0 AD1-0 

×

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-70.0kg

×
何気柔術アカデミー

0-13 AD0-2 
○

○

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

優勝4-0 ×
何気柔術アカデミー

2-2 AD1-3 
○

○

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ ×

×

Team Barbosa Japan

青帯/シニア/プルーマ級 5分 3名

宇佐見 正樹/うさみ まさき

（下ブロック敗者）武田 博昭/たけだ ひろあき

ALIVE伏見TIGRE
3:08 チョーク 

Ito Yasushi/イトウ ヤスシ

武田 博昭/たけだ ひろあき

ALIVE伏見TIGRE

青帯/シニア/レーヴィ級 5分 2名

清家 安哉都/せいけ あやと

ALIVE伏見TIGRE

藤井 清志/ふじい きよし

白帯/アダルト/ペナ級 5分 5名

中里 修久/なかざと のぶひさ

清水 直裕/しみず なおひろ

三嶋 大輝/みしま だいき

Alisher Atamirzaev/アリシェル アタミルザエフ

9-0 AD1-0 

渡辺 友貴/わたなべ ともたか



-76.0kg

○

優勝
Team Barbosa Japan

×

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-82.3kg

優勝
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-64.0kg

○

優勝9-0 AD0-0 

×

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-70.0kg

×

優勝
BASARA

○

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-100.5kg

セザール ソウザ マラファイア 優勝
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

-70.0kg

○

優勝

×

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

白帯/アダルト/レーヴィ級 5分 2名

石原 義士/いしはら よしと

2:37 腕十字 

吉田 将成/よしだ まさなり

白帯/アダルト/メジオ級 5分 1名

井口 貴史/いぐち たかふみ

白帯/マスター/プルーマ級 5分 2名

藤川 健司/ふじかわ けんじ

ALIVE伏見TIGRE

前田 正樹/まえだ まさき

白帯/マスター/ペナ級 5分 2名

浦野 裕一/うらの ゆういち

2:06 腕十字 

江島 史朗/えじま しろう

白帯/マスター/スペルペサード級 5分 1名

白帯/シニア/ペナ級 5分 2名

河原 瑞将/かわはら みずまさ

ALIVE伏見TIGRE
3:39 腕十字 

長澤 克紀/ながさわ かつのり



-82.3kg

○

優勝
石田道場

4-0 AD2-0 

×

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

×
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

0-4 AD2-0 
×

○

優勝
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

○
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ ○

×

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

×

優勝
トラスト柔術アカデミー

0-0 AD0-2 

○

Team Barbosa Japan

白帯/シニア/メジオ級 5分 1名

竹之内 純/たけのうち じゅん

瀬川 豊/せがわ ゆたか

茶帯/アダルト/アブソルート級 8分 3名

永嶋 賢史/ながしま さとし

（下ブロック敗者）木内 康/きのうち こう

5:11 腕十字 

佐藤 信宏/さとう のぶひろ

3:51 キムラ 

木内 康/きのうち こう

青帯/アダルト/アブソルート級 6分 2名

中西 哲生/なかにし てつお

鈴木 宏昌/すずき ひろまさ



○
グレイシーバッハ 愛知

14-0 AD1-1 
○

×

優勝
石田道場

2-0 AD1-1 

○
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

3-0 AD2-0 
×

×

石田道場

○

優勝
グレイシーバッハ 愛知

2-0 AD1-0 

×

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

×
何気柔術アカデミー

○

×
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ ○

○

優勝
Team Barbosa Japan

×
Team Barbosa Japan

○

○

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ ×

×
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

2-8 AD2-1 
×

○

何気柔術アカデミー

青帯/マスター/アブソルート級 5分 3名

Rodrigo De Souza/ホドリゴ デ ソウザ

（下ブロック敗者）米良　伸一郎/めら しんいちろう

大田 博士/おおた ひろし

米良　伸一郎/めら しんいちろう

青帯/シニア/アブソルート級 5分 2名

Ito Yasushi/イトウ ヤスシ

藤井 清志/ふじい きよし

 白帯/アダルト/アブソルート級 5分 7名

中里 修久/なかざと のぶひさ

4:39 腕十字 

清水 直裕/しみず なおひろ

4:55 腕十字 

石原 義士/いしはら よしと

3:08 チョーク 

渡辺 友貴/わたなべ ともたか

2:22 腕十字 

井口 貴史/いぐち たかふみ

1：59 腕十字　

吉田 将成/よしだ まさなり

三嶋 大輝/みしま だいき



○
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

棄権 
×

×

優勝
BASARA

セザール ソウザ マラファイア 
○

ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ
14-0 AD2-2 

○

×

BASARA

○
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

4-0 AD0-0 
×

×

優勝
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

×
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ

0-10 AD0-2 
○

○

石田道場

 白帯/マスター/アブソルート級 5分 3名

前田 正樹/まえだ まさき

（下ブロック敗者）浦野 裕一/うらの ゆういち

4:09 チョーク 

浦野 裕一/うらの ゆういち

 白帯/シニア/アブソルート級 5分 3名

長澤 克紀/ながさわ かつのり

（下ブロック敗者）瀬川 豊/せがわ ゆたか

3:46 腕十字 

瀬川 豊/せがわ ゆたか

竹之内 純/たけのうち じゅん


