
コパ・パラエストラ・サウス・ジャパン2017
2017年7月9日（日）福岡県北九州市・若松武道場

ピーウィー2白帯フェザー級 （3名）
甲斐　大知 マスタージャパン福岡
太田黒　奏介 パラエストラ北九州
田中　大成 パラエストラ北九州

ジュニア1白・灰帯フェザー級 （3名）
平野　天斗 メフォーゼ柔術アカデミー
石松　怜 パラエストラなかがわイデDOJO
梅田　寛介 パラエストラ北九州

ジュニア1白・灰帯ウルトラヘビー級 （3名）
安村　樹稀 パラエストラ北九州
池田　歩叶 パラエストラ北九州
瀬里　悠遥 パラエストラ北九州

ジュニア3白・灰帯ミドル級 （3名）
南里　瞭太 パラエストラなかがわイデDOJO
三矢　晴己 パラエストラ北九州
太田黒　涼真 パラエストラ北九州

ジュニア3白・灰帯スーパーヘビー級 （3名）
本村　慎冶 パラエストラ北九州
谷内　春夢 パラエストラなかがわイデDOJO
生座本　海翔 パラエストラ北九州

ティーン1白・灰・黄帯ミディアムヘビー級 （5名）
梅田　満平 パラエストラ北九州
坂田　瑠聖 パラエストラ北九州
甲斐　蒼良 マスタージャパン福岡
山田　剣大 パラエストラなかがわイデDOJO
石松　知紘 パラエストラなかがわイデDOJO

ジュブナイル白帯フェザー級　（2名）
岩田　航輝 パラエストラ北九州
城　開晴 パラエストラなかがわイデDOJO

ジュブナイル白帯オープンクラス（2名）　
岩田　航輝 パラエストラ北九州
城　開晴 パラエストラなかがわイデDOJO

アダルト白帯ライトフェザー級 （10名）
萩原　優 メフォーゼ柔術アカデミー
伊東　大生 バッファロー柔術
佐藤　亮平 パラエストラ北九州
前原　一貴 パラエストラ北九州
井上　大門 パラエストラ北九州
柴田　政和 エストレーラ柔術ジム
池田　真幸 エストレーラ柔術ジム
西　起希 TATORU
平木　誠人 TATORU
篠崎　聖太 フライト柔術アカデミー

<エントリーリスト>



アダルト白帯フェザー級 （7名）
枦木　裕佑 ねわざワールド熊本
網中　晶浩 DESTINY　GYM
中川　宏樹 DESTINY　GYM
古谷　友章 エストレーラ柔術ジム
阿部　晟也 DESTINY　GYM
倉田　翔太 PUREBRED福岡
山田　将大 パラエストラなかがわイデDOJO

アダルト白帯ライト級 （7名）
別府　正隆 パラエストラ北九州
安藤　康寛 萬田道場
大瀬　晋太郎 DESTINY　GYM
林　大輝 DESTINY　GYM
高見　凛 AXIS福岡
クランドール・ピーター トライフォース博多
長友　正幸 メフォーゼ柔術アカデミー

アダルト白帯ミドル級 （2名）
戸田　一平 パラエストラ北九州
平木　鉄馬 ねわざワールド熊本

アダルト白帯オープンクラス （18名）
別府　正隆 パラエストラ北九州
佐藤　亮平 パラエストラ北九州
戸田　一平 パラエストラ北九州
枦木　裕佑 ねわざワールド熊本
網中　晶浩 DESTINY　GYM
中川　宏樹 DESTINY　GYM
安藤　康寛 萬田道場
柴田　政和 エストレーラ柔術ジム
大瀬　晋太郎 DESTINY　GYM
池田　真幸 エストレーラ柔術ジム
西　起希 TATORU
林　大輝 DESTINY　GYM
阿部　晟也 DESTINY　GYM
高見　凛 AXIS福岡
クランドール・ピーター トライフォース博多
長友　正幸 メフォーゼ柔術アカデミー
山田　将大 パラエストラなかがわイデDOJO
平木　鉄馬 ねわざワールド熊本

アダルト青帯ルースター級 （2名）
松澤　豊 AXIS福岡
藤竿　幸太 トライフォース博多

アダルト青帯ライトフェザー級 （2名）
黒岩　克知 パラエストラ北九州
和田　大尊 DESTINY　GYM

アダルト青帯フェザー級 （5名）
浜辺　祥平 パラエストラ北九州
山田　大翔 DESTINY　GYM
中嶋　友二 マスタージャパン福岡
川上　将史 DESTINY　GYM
楢崎　耕治 パラエストラ北九州



アダルト青帯ライト級 （4名）
十河　豊 パラエストラ北九州
佐藤　貴政 BOHEMIANS
鶴園　啓吾 TATORU
楠元　克将 マスタージャパン福岡

アダルト青帯オープンクラス （10名）
松澤　豊 AXIS福岡
黒岩　克知 パラエストラ北九州
山田　大翔 DESTINY　GYM
十河　豊 パラエストラ北九州
佐藤　貴政 BOHEMIANS
鶴園　啓吾 TATORU
楠元　克将 マスタージャパン福岡
楢崎　耕治 パラエストラ北九州
菊池　勉 メフォーゼ柔術アカデミー
モアヘッド・デロン TATORU

アダルト紫帯フェザー級 （3名）
渡辺　達也 トライフォース博多
古波蔵　洋一 パラエストラ北九州
城　新二 パラエストラなかがわイデDOJO

アダルト紫帯ライト級 （5名）
山下　健士 パラエストラなかがわイデDOJO
結城　大樹 マスタージャパン福岡
細野　翔太 トライフォース博多
松藤　崇史 フライト柔術アカデミー
泉　幸太郎 DESTINY　GYM

アダルト紫帯ヘビー級 （1名）
乗次　秀彦 バッファロー柔術

アダルト紫帯オープンクラス （8名）
山下　健士 パラエストラなかがわイデDOJO
結城　大樹 マスタージャパン福岡
細野　翔太 トライフォース博多
乗次　秀彦 バッファロー柔術
渡辺　達也 トライフォース博多
泉　幸太郎 DESTINY　GYM
古波蔵　洋一 パラエストラ北九州
城　新二 パラエストラなかがわイデDOJO

アダルト茶帯ライトフェザー級 （2名）
川﨑　淳平 パラエストラなかがわイデDOJO
井手　史竜 CARPE DIEM福岡

アダルト茶帯ヘビー級 （2名）
Rida Haisam Isaac CARPE DIEM
磯濱　将裕 パラエストラ北九州

アダルト茶帯オープンクラス （2名）
Rida Haisam Isaac CARPE DIEM
磯濱　将裕 パラエストラ北九州

アダルト黒帯オープンクラス （1名）
禿川　尊法 パラエストラ北九州



マスター1白帯ルースター級 （2名）
山下　裕生 ODbears
北原　夏樹 パラエストラ北九州

マスター1白帯ライトフェザー級 （3名）
田村　健 エストレーラ柔術ジム
尾崎　祐二 グラスコ柔術アカデミー長崎
森　健 ねわざワールド東九州

マスター1白帯オープンクラス （4名）
山下　裕生 ODbears
北原　夏樹 パラエストラ北九州
田村　健 エストレーラ柔術ジム
尾崎　祐二 グラスコ柔術アカデミー長崎

マスター1青帯ルースター級 （3名）
山崎　敬三 フライト柔術アカデミー
田丸　智彦 J.J.J
石松　隆 トライフォース博多

マスター1青帯ライトフェザー級 （3名）
西尾　祐介 パラエストラ北九州
片山　健雄 DESTINY　GYM
西畠　大悟 パラエストラ北九州

マスター1青帯フェザー級 （2名）
藤満　俊夫 パラエストラ北九州
小畑　照亘 パラエストラ北九州

マスター1青帯ライト級 （3名）
宗 玄起 DESTINY　GYM
久間　裕一 パラエストラ北九州
松尾　正洋 ヤワラヤ

マスター1青帯オープンクラス （11名）
西尾　祐介 パラエストラ北九州
片山　健雄 DESTINY　GYM
西岡　憲司 TATORU
阪口　太 グラスコ柔術アカデミー長崎
田丸　智彦 J.J.J
西畠　大悟 パラエストラ北九州
石松　隆 トライフォース博多
久間　裕一 パラエストラ北九州
藤満　俊夫 パラエストラ北九州
小畑　照亘 パラエストラ北九州
松尾　正洋 ヤワラヤ

マスター2白帯フェザー級 （2名）
石井　大輔 メフォーゼ柔術アカデミー
宮本　真吾 DESTINY　GYM

マスター2白帯オープンクラス （2名）
桑名　貴弘 パラエストラ北九州
宮本　真吾 DESTINY　GYM

マスター2紫帯ミドル級 （2名）
久冨　雄一郎 PUREBRED福岡
田辺　元 パラエストラ北九州



マスター2紫帯オープンクラス （2名）
久冨　雄一郎 PUREBRED福岡
坂崎　浩一 パラエストラ北九州

マスター3白帯ライトフェザー級 （3名）
大貫　宏一郎 T‐REX柔術アカデミー
伊藤　友洋 DESTINY　GYM
園田　薫 パラエストラ北九州

マスター3白帯オープンクラス （4名）
坂東　澄保 パラエストラ北九州
大貫　宏一郎 T‐REX柔術アカデミー
伊藤　友洋 DESTINY　GYM
岡　誠 ODbears

ピーウィー2女子白帯ライト級 （2名）
長谷川　園 パラエストラなかがわイデDOJO
弘中　芳漣 マスタージャパン福岡

ジュニア2女子白～灰帯ライトフェザー級 （3名）
山田　絆 DESTINY　GYM
西野　柚華 パラエストラなかがわイデDOJO
山本　結叶 パラエストラ北九州

ティーン2女子灰帯ライトフェザー級 （2名）
淡田　みこ トライフォース博多
瀬里　優衣奈 パラエストラ北九州

アダルト女子白帯ライトフェザー級 （2名）
淡田　みこ トライフォース博多
林田　寛子 TATORU

アダルト女子白帯フェザー級 （2名）
長谷川　鮎子 パラエストラなかがわイデDOJO
池田　翔音 パラエストラなかがわイデDOJO

アダルト女子白帯オープンクラス （2名）
長谷川　鮎子 パラエストラなかがわイデDOJO
池田　翔音 パラエストラなかがわイデDOJO

マスター2紫帯ライト級 （2名）
甲斐　真由美 ねわざワールド東九州
伊東　静代 徳島柔術

マスター2紫帯オープンクラス （2名）
甲斐　真由美 ねわざワールド東九州
伊東　静代 徳島柔術












