■ストロー級 -52.2㎏ / ８名

藤田 黎（フジタ レイ）

1

東京/ストライプル新百合ヶ丘 25歳
3戦1勝2敗 柔道9年 キックボクシング3年

三笠 貴大（ミカサ タカヒロ）
東京/トライフォース溜池山王 29歳
初出場 MMA１年 キックボクシング１年

12

藤原 崚（フジワラ リョウ）

2

東京/総合格闘技空手道禅道会小金井道場 20歳
1戦0勝1敗

曺 賢輝（チョウ ヒョンヒ）

優勝

福島/ブレイブハート ２６歳
１戦０勝１敗

18

橋本 貴行（ハシモト タカユキ）

3

神奈川/ROOTS 38歳
１戦０勝１敗

高橋 虎太郎（タカハシ コタロウ）
埼玉/TEAM STF 17歳
２戦０勝１敗

13

伊集 虎皇（イジュウ ラオン）

4

東京/パラエストラ小岩 15歳
初出場 MMA１勝

越塚 俊介（コシヅカ シュンスケ）
群馬/和術慧舟會群馬道場 37歳
５戦１勝４敗

■フライ級 -52.2㎏ / ７名

根井亮登（ネイ

リョウト）

千葉/パラエストラ千葉 １６歳
５戦３勝２敗 キックボクシング8年柔術9年
アマチュア修斗EXトーナメント準優勝
14

平野 洋太郎（ヒラノ ヨウタロウ）

5

東京/トライフォース溜池山王 ２０歳
初出場 ＭＭＡ１戦１勝０敗

小林 良徳（コバヤシ ヨシトク）
優勝

19

東京/修斗GYM東京 歳
１戦１勝０敗 キックボクシング２年 サンボ１年

笠井 大輝（カサイ ダイキ）

6

千葉/パラエストラ千葉 20歳
１戦０勝１敗 ＭＭＡ２年

本間 椋（ホンマ リョウ）
東京/トライフォース溜池山王 ２３歳
初出場 ＭＭＡ１年

15

梶田 左京（カジタ サキョウ）

7

東京/レンジャージム １６歳
初出場 キックボクシング６勝

寺島 優一郎（テラシマ ユウイチロウ）
東京/ＭＡＳＴＥＲ ＪＡＰＡＮ東京 ３３歳
９戦３勝６敗 ＭＭＡ５年 キック１０年 柔術５年

■バンタム級 -61.2kg / ８名
谷田 大樹（タニダ ダイキ）
8

東京/修斗ＧＹＭ東京 ２３歳
８戦４勝４敗

嶺 大基（ミネ ダイキ）
東京/ＫＲＡＺＹ ＢＥＥ ２４歳
４戦０勝４敗 ＭＭＡ18戦９勝９敗

16

井上 将生（イノウエ マサキ）
9

東京/ＭＡＳＴＥＲ ＪＡＰＡＮ ２７歳
３戦１勝１敗１分 ＭＭＡ７年 柔術青帯

原 拓郎（ハラ タクロウ）
優勝

東京/ＡＡＣＣ ４１歳
１戦１勝０敗 ＭＭＡ１０年 柔術青帯

20

大石 航輔（オオイシ コウスケ）
10

東京/トライデントジム ３８歳
６戦２勝４敗 ＭＭＡ４年

澤田 龍介（サワダ リュウスケ）
神奈川/ＲＯＯＴＳ ３６歳
１１戦0勝１０敗１分 ＭＭＡ７年 柔術青帯

17

川井 秀也（カワイ シュウヤ）
11

神戸/総合格闘技ゴンズジム ２７歳
１戦０勝１敗

藤田 宗滴（フジタ ムネノリ）
静岡/ＳＡＢＭＩＴ ＭＭＡ ２２歳
４戦２勝２敗 ２０２０年アマチュアパンクラス優勝
２０２１年アマチュアパンクラス東関東選手権優勝

補欠大１位 佐々木 歩夢（ＡＡＣＣ）
補欠大２位 小西 健次郎（ＳＵＢＭＩＴ ＭＭＡ）

■フェザー級 -65.8kg / ８名
福山 祐平（フクヤマ ユウヘイ）

1

神戸/総合格闘技ゴンズジム ３１歳
５戦２勝３敗 北海道選手権準優勝

鳴海 秀哉（ナルミ ヒデヤ）
東京/トイカツ道場 ２６歳
初出場 空手１２年

10

田中 稜（タナカ リョウ）

2

神奈川/ＲＩＳＩＮＧ SUN １８歳
１戦０勝１敗

竹下 登（タケシタ ノボル）

優勝

東京/暁道場 ４１歳
３６戦１１勝２５敗 ＭＭＡ１６年 柔道１６年

17

合気道１６年

少林寺拳法３年

レスリング６年

平山 諒（ヒラヤマ リョウ）

3

東京/トイカツ道場 ２２歳
２０２０年関東選手権優勝 キックボクシング４年

齋藤 優（サイトウ ユウ）
神奈川/ＳＯＮＩＣ ＳＱＵＡＤ ２５歳
初出場 ＭＭＡ１０戦６勝３敗１分

11

シャバンプール・モハマド・ホセイン

4

東京/ＴＲＩＢＥ ＴＯＫＹＯ ＭＭＡ ３１歳
初出場 空手１４年

木村 亮彦（キムラ アキヒコ）
埼玉/総合格闘技道場STF ２１歳
２戦１勝１敗 北海道選手権第３位

補欠大１位 都筑 誉博（シューティング宇留野道場）

■ライト級 -70.3㎏ / ６名
道明 昴也（ドウミョウ タカヤ）
神奈川/ＲＯＯＴＳ ３６歳
２７戦１２勝１３敗２分 修斗１０年
12

佐々木 皐佑（ササキ コウスケ）

5

千葉/パラエストラ千葉 ２４歳
初出場 ＭＭＡ１年 柔術青帯
アマチュアパンクラスオープンゲートチャレンジ２０２１第３位

青井 太一（アオイ タイチ）
神奈川/心技館 ２１歳
１戦０勝０敗１分

優勝

18

伊藤 類（イトウ ルイ）
6

東京/ＡＡＣＣ ４１歳
３戦１勝２敗 柔術青帯 ＭＭＡ６年

朝比奈 龍希（アサヒナ リュウキ）
13

東京/トライフォース溜池山王 ２３歳
初出場 柔道１６年 全国高校柔道選手権７３ｋｇ級準優勝

Ｖｉｓｓｅｒ Ｊｅｆｆｒｅｙ（フッシャー ジェフリー）

神奈川/ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ ３７歳
２戦１勝１敗

■ウェルター級 -77.1㎏ / 6名
青木 忠秀（アオキ タダヒデ）
神戸/総合格闘技道場コブラ会 ３０歳
８戦５勝３敗 西日本新人戦優勝
14

倉本 大吾（クラモト ダイゴ）
7

東京/トライフォース溜池山王 ２７歳
初出場 極真空手全国２位 高校柔道大阪１位

萩生田 真（ハギュウダ マコト）
東京/トライデントジム ３３歳
８戦４勝４敗 柔術茶帯

優勝

19

小西 和成（コニシ カズナリ）

8

東京/パラエストラ小岩 ２５歳
１戦０勝１敗 柔術青帯

竹内 豊（タケウチ ユタカ）
15

東京/トライデントジム ２４歳
初出場 キックボクシング３年 柔術１年半

藤田 龍平（フジタ リュウヘイ）
神奈川/ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ ３６歳
５戦０勝４敗１分 ＭＭＡ３戦２勝１敗

■ミドル級 -83.9kg / 3名

張 岳（チョウ ガク）
神戸/ゴンズジム ２２歳
１戦０勝１敗
優勝

16

山本 颯志（ヤマモト ソウシ）

9

東京/トライフォース溜池山王 ２４歳
初出場 柔道１３年

岩田 直之（イワタ ナオユキ）
東京/ストライプル新百合ヶ丘 2５歳
初出場 DEEPフューチャーキングトーナメント準優勝

