
グラップリングツアー２０１９ 団体戦 「３×３」

男⼦重量級 アダルト＆マスターの部 （5チーム）

Team America R US Team Team the High-Stakes
先鋒              福住柔術 先鋒 柴原 勇 総合格闘技       

                                    

中堅                    中堅 小栁 正浩 総合格闘技       
                                        

大将                 草野    大将 澤田 真一 総合格闘技       
                                         

Team クレイジーベアー Team ダブルライズトップチーム
先鋒 大河 輝          先鋒 小森 脩平 総合格闘技       

                                     

中堅 鈴木 穣太          中堅 小塚 正彦 総合格闘技       
                                      

大将 立花 仁志          大将 牧野 泰斗 総合格闘技       
                                      

Team チーム SGT
先鋒 山本 龍二 修斗  東京 

                   

中堅 長谷 佑馬 修斗  東京 
                 

大将 早坂 俊明 修斗  東京 
                     

男⼦軽量級 シニアの部 （2チーム）

Team Barbosa Jiu-Jitsu Japan Ogaki Team 兎団
先鋒 馬場 貴史                               先鋒 斉藤 陽介       

                                   

中堅 住野 嘉紀                               中堅 山原 高根       
                                      

大将 岩井 晃久                               大将 佐藤 健太郎       
                                         



TOURNAMENT

male-Heavyweight ADULT&MASTER

Team America R US

2

Team ダブルライズトップチーム

優
 
勝

Team Team the High-Stakes 5

1

Team クレイジーベアー
3

Team チーム SGT

male-Lightweight SENIOR

Team Barbosa Jiu-Jitsu Japan Ogaki
優
 
勝

4

Team 兎団



男⼦軽量級 アダルト＆マスターの部 （13チーム）

Team Barbosa Jiu-Jitsu Japan Team Team B9トラスト
先鋒 内山 裕介                                先鋒 高田 航太郎                         

                                      

中堅 中村 将之                               中堅 近藤 卓弥                         
                                       

大将 木下 俊                               大将 生田 誠     柔術      
                                       

Team B9 gym アニマルハウス Team Team EFFORT GYM
先鋒 大野 友暉                               先鋒 中屋                  

                                    

中堅 竹内 厚志 格技会         中堅 新美 慎            
                                     

大将 野田 剛司                               大将                          
                                        

Team The Scumbags Team アライブＡ
先鋒 桒原 弘光 総合格闘技       先鋒 山下 賢司       

                                     

中堅 高田 一幸 総合格闘技       中堅 蓑毛 新       
                                    

大将 國持 照悟 総合格闘技       大将 赤木 康洋       
                                          

Team アライブＢ Team アライブＣ
先鋒 坂井 洸太       先鋒 高田 祥       

                                  

中堅 三河内           中堅 平野 勤也       
                                     

大将 橋本 健司       大将 矢野 暢広       
                                       

Team イチケンプラス Team チームNBJCと王様
先鋒 寺田 伸吾          先鋒 川口 貴大      

                                    

中堅 内山 渚     柔術     豊橋 中堅 栗畑 勇佑            
                                       

大将 田原 大嗣          大将 永嶋 賢史      
                                       

Team チーム強気 Team チーム膝⼗字
先鋒 田村 潤 志村道場 先鋒 奥村 友哉        

                                   

中堅 倉本 拓也 志村道場 中堅 鈴木 健之 公武堂     
                                     

大将 春日井 健士 志村道場 大将 坂田 康介     
                                        

Team チーム弱気
先鋒        志村道場 

                

中堅 小林 雅允 志村道場 
                   

大将 井沢 宏徳 志村道場 
                  



TOURNAMENT

male-Lightweight ADULT&MASTER

Team イチケンプラス

11
Team チーム膝⼗字

6
Team アライブＡ

15

Team The Scumbags

7
Team アライブＢ

12

Team チーム弱気

優
 
勝

8
Team B9トラスト 17

Team Barbosa Jiu-Jitsu Japan Team

13
Team アライブＣ

9
Team チームNBJCと王様

16

Team チーム強気

10

Team B9 gym アニマルハウス Team
14

Team EFFORT GYM


