
■女子ストロー級 -５２.２kg/２名

(東京/ＡＡＣＣ) 23歳

アマチュア修斗初参戦

2015 ジュニアレスリング アジア選手権優勝

2018 社会人レスリング選手権優勝

2019 インカレ2位

(神奈川/SOUNIC SQUAD) 35歳

アマチュア修斗初参戦

少林寺拳法2年 柔道3年 逮捕術2年 極真空手3年 空道2年

三好梨乃 (みよし　りの)

澤田千優（さわだ　ちひろ）

優勝 11



■フライ級 -56.7kg/6名

(東京/MASTER JAPAN) 33歳

アマチュア修斗 6戦2勝4敗

2019 関東選手権 第3位

キックボクシング9年 柔術青帯 総合格闘技4年

(神奈川/無所属)  31歳

アマチュア修斗 初参戦

アマチュアキックボクシング2戦2敗

(東京/トイカツ道場)  26歳

アマチュア修斗 初参戦

柔術3年

(千葉/パラエストラ千葉)  16歳

アマチュア修斗1戦1勝

ブラジリアン柔術 レスリング キックボクシング

(群馬/和術慧舟會群馬道場)  37歳

アマチュア修斗4戦1勝3敗

ブラジリアン柔術10年

(東京/TRIBE TOKYO M.M.A) 24歳

アマチュア修斗3戦2勝1敗

アマチュアパンクラス1勝　キックボクシング1勝

優勝
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國金慎太郎(くにかね　しんたろう)

寺島 優一郎（てらしまゆういちろう) 

根井 亮登(ねい りょうと)

長崎 孟志(ながさき たけし)

古賀 優兵(こが ゆうへい)

越塚 俊介(こしづか しゅんすけ)



■バンタム級 -61.2kg/8名

(千葉/FIGHT FARM) 21歳

アマチュア修斗5戦2勝3敗
2020北日本選手権第3位

(東京/MASTER JAPAN) 26歳

アマチュア修斗1戦1分

MMA6年　柔術青帯

(東京/RISING SUN)  35歳

アマチュア修斗5戦2勝2敗1分

JML2戦1敗1分

(東京/KRAZY BEE)  24歳

アマチュア修斗2戦2敗

アマチュアパンクラス5戦3勝2敗

アマチュアＤＥＥＰ2戦1勝1敗

(東京/修斗ジム東京)  22歳

アマチュア修斗5戦2勝3敗

（神奈川/リバーサルジム横浜グランドスラム） 27歳

アマチュア修斗1戦1勝

レスリング7年　大学グレコローマン選手権7位　柔道3年

(東京/TRIBE TOKYO M.M.A) 22歳 

アマチュア修斗3戦3敗

アマチュアパンクラス2019マーシャルワールド杯バンタム級準優勝

柔道2段　柔術青帯

（神奈川/ロデオスタイル） 30歳

アマチュア修斗6戦5勝1敗

2018空道世界選手権第4位

2017RIZINアマチュアフェザー級準優勝

優勝

谷井 翔太(たにい しょうた）

嶺 大基(みね だいき)

谷田大樹(たにだ だいき)

山内 渉(やまうち わたる) 

片山 将宏(かたやま のぶひろ)

天野 竜太(あまの りゅうた）

太田 慎太郎(おおた しんたろう)

井上 将輝(いのうえ まさき)
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■フェザー級-65.8㎏/8名

(東京/パラエストラ小岩) 　15歳

2020 北日本選手権優勝

2016・2017・2019 全日本ブラジリアン柔術選手権優勝

2018 準優勝

MMA17戦13勝4敗

(東京/トイカツ道場) 　21歳

アマチュア修斗初参戦

キックボクシング3年

(東京/暁道場) 　40歳

アマチュア修斗34戦11勝23敗

MMA15年　柔道15年　合気道15年　少林寺拳法3年　レスリング5年

(千葉/パラエストラ千葉) 　23歳

アマチュア修斗2戦2敗

空手

(神奈川/リバーサルジム横浜グランドスラム) 　24歳

アマチュア修斗6戦4勝2敗

MMA8勝5敗

(埼玉/FREEDOM＠OZ) 　43歳

MMA5勝6敗　

柔術青帯

(東京/リバーサルジム東京スタンドアウト) 　27歳

アマチュア修斗初参戦

MMA1勝4敗

(東京/FIGHT FARM) 　26歳

アマチュア修斗2戦1勝1敗

ボクシング　キックボクシング

優勝
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伊集　龍皇(いじゅう りゅおん)

齋藤　奨司(さいとう しょうじ)

平山　諒(ひらやま りょう)

山本　琢朗(やまもと たくろう)

小間　駿史(こま たかふみ)

竹下　登(たけした のぼる)

本間　浩司(ほんま こうじ)

山本　有人(やまもと ありひと)



■ライト級-70.3㎏/8名

(千葉/パラエストラ千葉)  25歳

アマチュア修斗6戦3勝3敗

2019関東選手権第3位

EXトーナメント第3位

(東京/トイカツ道場)　19歳

アマチュア修斗初参戦

(静岡/JAWS WEST)　24歳

アマチュア修斗初参戦

(東京/パラエストラ小岩)  26歳

アマチュア修斗1戦1敗

MMA3年　キックボクシング2年

アマチュア修斗2戦1勝1敗

MMA5年　柔術青帯

(沖縄/神風塾)　31歳

アマチュア修斗1戦1敗

MMA2戦1勝1敗　キックボクシング2戦1勝1敗　柔術1戦1勝

(神奈川/SOUNIC SQUAD) 40歳

アマチュア修斗初参戦

ボクシング8年　少林寺拳法3年

(神奈川/修斗ジムroots) 　35歳

アマチュア修斗24戦10勝12敗2分

修斗8年

道明 昴也(どうみょう たかや)

松浦 真実也(まつうら まみや)

優勝
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磯部 鉄心(いそべ てっしん)

村澤 一成(むらさわ かずなり)

安藤 慎一(あんどう しんいち)

伊藤　類（いとう　るい）

小野　瑛大(おの　ようだい)

佐藤 哲郎(さとう てつろう) 



■ウェルター級-77.1㎏/6名

(東京/トライデントジム)  32歳

アマチュア修斗1戦1敗

2018IBJJFアジア選手権紫帯　無差別級準優勝

柔道3段

(神奈川/小見川道場)  23歳

アマチュア修斗初参戦

柔道

(東京/シャイラ) 22歳

アマチュア修斗初参戦

柔道15年

(東京/無所属)  20歳

アマチュア修斗初参戦

柔道6年

(東京/AACC) 24歳

アマチュア修斗初参戦

(東京/和術慧舟會HEATS)　32歳

アマチュアパンクラス3戦1勝2敗

MMA5年

高橋 辰也(たかはし たつや)

優勝

萩生田 真(はきゅうだ まこと)

浅川 忠(あさかわ ただし)

高野 敦弥(たかの あつや)

岩倉 優輝(いわくら ゆうき)

井上 竜旗(いのうえ りゅうき)
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