ビギナー/アダルト/57kg以下級
■3名参加 試合時間5分

山本 昌志/Masashi Yamamoto
TEAM HODA

優勝

ソネ ジュニオール/Sone Jr.
クラブバーバリアン

後藤 誠/Makoto Goto
ALIVE三重

ビギナー/アダルト/69kg以下級
■3名参加 試合時間5分

篠川 晴成/Harushige Shinokawa
クラブバーバリアン

優勝

高山 真輔/Shinsuke Takayama
総斗會三村道場

山中 健也/Kenya Yamanaka
クラブバーバリアン

ビギナー/アダルト/75kg以下級
■4名参加 試合時間5分

森下 洋輔/Yosuke Morishita
総斗會三村道場

牧田 康寛/Makida Yasuhiro

優勝

クラブバーバリアン

小山 隆憲/Takanori Koyama
クラブバーバリアン

大塚 満/Mitsuru Otsuka
NEX大須STUDIO

ビギナー/アダルト/81kg以下級
■3名参加 試合時間5分

兼平 大介/Daisuke Kanehira
CB IMPACT

優勝

藤田 裕樹/Yuki Fujita
TEAM HODA

金子 直裕/Naohiro Kaneko
CB IMPACT

ビギナー/マスター/57kg以下級
■4名参加 試合時間5分

村田 和也/Kazuya Murata
TEAM HODA

内山 渉/Wataru Uchiyama

優勝

チームイチケン豊橋

吉田 渉/Wataru Yoshimura
GFネットワーク

東口 充/Atsushi Higashiguchi
CB IMPACT

ビギナー/マスター/63kg以下級
■2名参加 試合時間5分

高戸谷 大/Futoshi Takatoya

優勝

和術慧舟會富山支部S.P.O

澤田 大悟/Daigo Sawada
CB IMPACT

ビギナー/マスター/69kg以下級
■2名参加 試合時間5分

堀井 久志/Hisashi Horii

優勝

クラブバーバリアン

大垣口 毅/Tsuyoshi Ogakuchi
CB IMPACT

ビギナー/マスター/75kg以下級
■2名参加 試合時間5分

永井 崇志/Takashi Nagai

優勝

NEX刈谷

谷 成明/Shigeaki Tani
クラブバーバリアン

ビギナー/マスター/81kg以下級
■2名参加 試合時間5分

小松 智充/Tomohiro Komatsu

優勝

CB IMPACT

梅村 真平/Shinpei Umemura
NEX

アドバンス/アダルト/63kg以下級
■10名参加 試合時間6分

松原 裕樹/Hiroki Matsubara
総斗會三村道場

中村 洋平/Yohei Nakamura
CB IMPACT

山田 将大/Masahiro Yamada
パラエストラ岐阜

河合 隆一/Ryuuichi Kawai
トラスト柔術アカデミー

佐藤 洋介/Yousuke Satou

優勝

クラブバーバリアン

倉田 栄一/Eiichi Kurata
パラエストラ上越

北川 清弘/Kiyohiro Kitagawa
クラブバーバリアン

小林 仁史/Hitofumi Kobayasi
百萬石

高柳 知大/Tomohiro Takayanagi
クラブバーバリアン

松井 正行/Masayuki Matsui
NBJC

アドバンス/アダルト/69kg以下級
■5名参加 試合時間6分

橋本 健司/Kenji Hashimoto
ALIVE

山口 大志/Hiroshi Yamaguchi
百萬石

優勝

山本 龍之介/Ryuunosuke Yamamoto
GROUND CORE

山本 岳輝/Takaki Yamamoto
グッドマンジム

小谷 伸一/Shinichi Kotani
TEAM HODA

アドバンス/アダルト/75kg以下級
■4名参加 試合時間6分

角田 裕亮/Yuusuke Tsunoda
パラエストラ岐阜

福田 理彦/Masahiko Fukuda

優勝

CB IMPACT

山崎 はじめ。/Hajime Yamazaki
クラブバーバリアン

本江 徳行/Noriyuki Hongou
TEAM HODA

アドバンス/アダルト/81kg以下級
■2名参加 試合時間6分

橋本 康裕/Yasuhiro Hashimoto

優勝

CB IMPACT

谷口 克哲/Katsuaki Taniguchi
総斗會三村道場

アドバンス/マスター/63kg以下級
■4名参加 試合時間5分

木佐木 昭/Akira Kisaki
NEX

北島 裕士/Hiroshi Kitajima

優勝

クラブバーバリアン

中村 知文/Tomofumi Nakamura
クラブバーバリアン

折戸 大輔/Daisuke Orito
フリー

アドバンス/マスター/69kg以下級
■2名参加 試合時間5分

松下 融/Toru Matsushita

優勝

クラブバーバリアン

宮本 智明/Tomoaki Miyamoto
和術慧舟會富山支部S.P.O

エキスパート/アダルト/69kg以下級
■6名参加 試合時間7分

鈴見 圭司/Keiji Suzumi
CB IMPACT

嶌崎 公次/Kouji Shimasaki
クラブバーバリアン

玉澤 慶朗/Yoshiaki Tamazawa

優勝

NEX

姫野 泰尚/Yasutaka Himeno
クラブバーバリアン

梨本 洋平/Youhei Nashimoto
パラエストラ上越

太田 穣/Minoru Ota
CB IMPACT

エキスパート/アダルト/75kg以下級
■3名参加 試合時間7分

富岡 義宏/Yoshihiro Tomioka
クラブバーバリアン

優勝

三好 重光/Shigemitsu Miyoshi
チームイチケン豊橋

笹川 正人/Masato Sasagawa
クラブバーバリアン

エキスパート/アダルト/81kg以下級
■2名参加 試合時間7分

佐藤 信宏/Nobuhiro Satou

優勝

NBJC

寺島 邦明/Kuniaki Terashima
TEAM HODA

