
コパ・パラエストラ・サウス・ジャパン2018
2018年7月22日（日）福岡県北九州市・若松武道場

■マイティーマイト3白帯ライト級　(-25.0kg)   　2名　　【試合時間：2分】

           ┌──── 中島　王志（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤C-13
           └──── 村上　慧（メフォーゼ柔術アカデミー）

■ピーウィー1白帯フェザー級　(-24.0kg)   　4名　　【試合時間：3分】

　　　　　　 ┌─── 的野　ヒロ（パラエストラなかがわイデDOJO）
　　　　　┌┤C-3
　　　　　│└─── 城島　可夢偉（メフォーゼ柔術アカデミー）
優勝 ─┤C-14
　　　　　│┌─── 山本　一徹（メフォーゼ柔術アカデミー）
　　　　　└┤C-4
　　　　　　 └─── 守崎　凰俄（パラエストラ北九州）

■ピーウィー2白帯ライトフェザー級　(-24.0kg)   　2名　　【試合時間：3分】

           ┌──── 西尾　陽翔（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤C-15
           └──── 城島　咲夏（メフォーゼ柔術アカデミー）

■ピーウィー3白・灰帯フェザー級　(-30.2kg)   　4名　　【試合時間：3分】

　　　　　　 ┌─── 太田黒　奏介（パラエストラ北九州）
　　　　　┌┤C-5
　　　　　│└─── 山崎　翔陽（フライト柔術アカデミー）
優勝 ─┤C-16
　　　　　│┌─── 切田　龍馬（メフォーゼ柔術アカデミー）
　　　　　└┤C-6
　　　　　　 └─── 佐藤　煌馬（パラエストラ北九州）

■ジュニア1白・灰帯フェザー級　(-33.2kg)  　4名　　【試合時間：4分】

　　　　　　 ┌─── 中島　双志（パラエストラ北九州）
　　　　　┌┤C-7
　　　　　│└─── 弘中　芳漣（マスタージャパン福岡）
優勝 ─┤C-17
　　　　　│┌─── 長船　太壱（メフォーゼ柔術アカデミー）
　　　　　└┤C-8
　　　　　　 └─── 立花　慶悟（パラエストラ北九州）



■ジュニア1白・灰帯ミディアムヘビー級　(-42.3kg)　　2名 　【試合時間：4分】

           ┌──── 安部　誠一朗（T-REX柔術アカデミー）
優勝 ─┤C-18
           └──── 大束　知輝（パラエストラ北九州）

■ジュニア2白帯ライト級　(-39.3kg)　  3名　　【試合時間：4分】

　　　　　　 ┌─── 守崎　蒼（パラエストラ北九州）
　　　　　┌┤C-1
　　　　　│└─── 黒木　聖也（フライト柔術アカデミー）
優勝 ─┤C-19
　　　　　│┌─── 梅田　寛介（パラエストラ北九州）
　　　　　└┤C-9
　　　　　　 └───C-1の敗者

■ジュニア2灰帯ライト級   (-39.3g)　　4名　　【試合時間：4分】

              ┌─── 平野　天斗（メフォーゼ柔術アカデミー）
           ┌┤C-11
           │└─── 牟田　蓮寿（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤C-20
           │┌─── 西野　柚華（パラエストラなかがわイデDOJO）
           └┤C-12
              └─── 農坂　 将悟（パラエストラ北九州）

■ジュニア3灰帯ウルトラヘビー級　(+60.5kg)　  3名　　【試合時間：4分】

　　　　　　 ┌─── 谷内　春夢（パラエストラなかがわイデDOJO）
　　　　　┌┤C-2
　　　　　│└─── 生座本　もも（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤C-21
　　　　　│┌─── 太田黒　涼真（パラエストラ北九州）
　　　　　└┤C-10
　　　　　　 └───C-2の敗者

■ティーン2女子灰帯ライトフェザー級　（-44.3ｋｇ）　2名　　【試合時間：4分】

           ┌──── 山本　優衣奈（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤C-22
           └──── 山田　絆（DESTINY　JIU-JITSU）

■ジュブナイル2白帯ライトフェザー級　(-58.5kg)   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 中尾　築（DESTINY　JIU-JITSU）
優勝 ─┤B-1
           └──── 吉田　信言（AXIS柔術アカデミー福岡）



■アダルト白帯ルースター級　(-57.5kg)   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 秋吉　寿雄（DESTINY　JIU-JITSU）
優勝 ─┤B-2
           └──── サム・スタイン（BOHEMIANS）

■アダルト白帯ライトフェザー級　(-64.0kg)   　9名　　【試合時間：5分】

　　　　　　   　┌─ 池田　祐一（マスタージャパン福岡） 
　　　　　    ┌┤B-12
　　　 　   　││┌ 梅田　満平（パラエストラ北九州）
　　　 　　   │└┤B-3
　　　    　　│　 └ 柚田　利博（メフォーゼ柔術アカデミー） 
　　　　 ┌　┤B-26
　　　　 │  │┌─ 堤　成矢（マスタージャパン福岡）
　　　　 │  └┤B-13
　　　　 │   　└─ 森川　智稀（DESTINY　JIU-JITSU）
優勝─┤B-32
　　　   │　 ┌─ 甲斐　蒼良（マスタージャパン福岡）
　　　   │┌┤B-14
　　   　││└─ 中田　盛二（BOHEMIANS）
　　   　└┤B-27
　　    　　│┌─ 前原　一貴（パラエストラ北九州）
　　    　　└┤B-15
　　　　　     └─ 白川　直樹（DESTINY　JIU-JITSU）

■アダルト白帯フェザー級  (-70.0kg)     8名　　【試合時間：5分】

　　      　　　 ┌ 井上　大門（パラエストラ北九州）
　     　　 　┌┤B-5
　　     　 　│└ 石井　大輔（メフォーゼ柔術アカデミー）
　     　　┌┤B-18
　　     　││┌ 河野　光陽（BOHEMIANS）
　　　     │└┤B-6
　　     　│　 └ 西　一成（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤B-28
　　     　│　 ┌ 岩田　航輝（パラエストラ北九州）
　　　     │┌┤B-7
　    　 　││└ 平野　翔（DESTINY　JIU-JITSU）
　　     　└┤B-19
　　     　 　│┌ 後藤　直哉（ねわざワールド東九州）
　　     　　 └┤B-8
　　       　　　└ 切田　祐人（メフォーゼ柔術アカデミー）

■アダルト白帯ライト級　(-76.0kg)     6名　　【試合時間：5分】

　　      　┌──── 藤原　克行（DESTINY　JIU-JITSU）
　　　   ┌┤B-21
　　　   ││ 　┌── ケビン・ペレイラ（BOHEMIANS）
　　　   │└─┤B-9
　　　   │　　  └── 渡辺　義高（AXIS柔術アカデミー福岡）
優勝─┤B-29
　　　   │　　  ┌── 怡土　高寛（メフォーゼ柔術アカデミー）
　　　   │┌─┤B-10
　　　   ││　 └── 平木　鉄馬（ねわざワールド熊本）
　　　   └┤B-22
　　　    　└──── 大瀬　晋太郎（DESTINY　JIU-JITSU）



■アダルト白帯オープンクラス     15名　　【試合時間：5分】

　　　 　　┌── 大瀬　晋太郎（DESTINY　JIU-JITSU）
　　　　┌┤B-41
　　　　││┌─ ケビン・ペレイラ（BOHEMIANS）
　　　　│└┤B-33
　　　　│ 　└─ 池田　祐一（マスタージャパン福岡） 

　　 ┌┤B-46

　　 ││　 ┌─ 井上　大門（パラエストラ北九州）
　　 ││┌┤B-34
　 　│││└─ サム・スタイン（BOHEMIANS）
　　 │└┤B-42
　　 │　 │┌─ 後藤　直哉（ねわざワールド東九州）
　　 │ 　└┤B-35
　　 │ 　　 └─ 柚田　利博（メフォーゼ柔術アカデミー） 

優勝─┤B-50
　　 │　 　 ┌─ 岩田　航輝（パラエストラ北九州）
　　 │ 　┌┤B-36
　　 │ 　│└─ 藤原　克行（DESTINY　JIU-JITSU）
　　 │┌┤B-43
　　 │││┌─ 中田　盛二（BOHEMIANS）
　　 ││└┤B-37
　 　││ 　└─ 平木　鉄馬（ねわざワールド熊本）
　 　└┤B-47
　　　　│ 　┌─ 西　一成（パラエストラ北九州）
　　　  │┌┤B-38
　　　  ││└─ 渡辺　義高（AXIS柔術アカデミー福岡）
　　　  └┤B-44
　　　 　  │┌─ 平野　翔（DESTINY　JIU-JITSU）
　　　 　  └┤B-39

　　　　　　　  　└─ 河野　光陽（BOHEMIANS）

■アダルト青帯ライトフェザー級 　（-64.0ｋｇ）    6名　　【試合時間：6分】

　　      　┌──── 黒岩　克知（パラエストラ北九州）
　　　   ┌┤A-13
　　　   ││ 　┌── 池田　真幸（エストレーラ柔術ジム）
　　　   │└─┤A-5
　　　   │　　  └── 幸野　翼（パラエストラ北九州）
優勝─┤A-25
　　　   │　　  ┌── 端野　展大（エストレーラ柔術ジム）
　　　   │┌─┤A-6
　　　   ││　 └── 佐藤　亮平（パラエストラ北九州）
　　　   └┤A-14
　　　    　└──── 平木　誠人（TATORU）

■アダルト青帯フェザー級  （-70.0ｋｇ）   5名　　【試合時間：6分】

　　　　　   ┌─── 網中　晶浩（DESTINY　JIU-JITSU）
　　  　  ┌┤A-15
　　   　 ││┌── 別府　正隆（パラエストラ北九州）
　　   　 │└┤A-7
           │　 └── 山田　大翔（DESTINY　JIU-JITSU）
優勝 ─┤A-26
　　      │┌─── 在永　耕一郎（DESTINY　JIU-JITSU）
　      　└┤A-16
　　  　     └─── 伊東　大生（バッファロー柔術）



■アダルト青帯ライト級  （-76.0ｋｇ）   4名　　【試合時間：6分】

              ┌─── 出田　貴大（G－FACE）
           ┌┤A-8
           │└─── 原田　翔梧（ねわざワールド東九州）
優勝 ─┤A-18
           │┌─── 林　大輝（DESTINY　JIU-JITSU）
           └┤A-9
              └─── 溝口　惠土（パラエストラ北九州）

■アダルト青帯オープンクラス     8名　　【試合時間：6分】

　　      　　　 ┌ 別府　正隆（パラエストラ北九州）
　     　　 　┌┤A-28
　　     　 　│└ 在永　耕一郎（DESTINY　JIU-JITSU）
　     　　┌┤A-39
　　     　││┌ 網中　晶浩（DESTINY　JIU-JITSU）
　　　     │└┤A-29
　　     　│　 └ 黒岩　克知（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤A-45
　　     　│　 ┌ 原田　翔梧（ねわざワールド東九州）
　　　     │┌┤A-30
　    　 　││└ 池田　真幸（エストレーラ柔術ジム）
　　     　└┤A-40
　　     　 　│┌ 出田　貴大（G－FACE）
　　     　　 └┤A-31
　　       　　　└ 溝口　惠土（パラエストラ北九州）

■アダルト紫帯ルースター級　(-57.5kg)   　2名　　【試合時間：7分】

           ┌──── 山本　貴大（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤A-19
           └──── 長澤　元（パラエストラ北九州）

■アダルト紫帯ヘビー級　(-94.3kg)   　3名　　【試合時間：7分】

　　　　　　 ┌─── 金丸　大輔（DESTINY　JIU-JITSU）
　　　　　┌┤A-4
　　　　　│└─── 山下　健士（パラエストラなかがわイデDOJO）
優勝 ─┤A-24
　　　　　│┌─── 乗次　秀彦（バッファロー柔術）
　　　　　└┤A-12
　　　　　　 └───A-4の敗者

■アダルト紫帯オープンクラス　   4名　　【試合時間：7分】

              ┌─── 乗次　秀彦（バッファロー柔術）
           ┌┤A-36
           │└─── 古田　康一朗（パラエストラなかがわイデDOJO）
優勝 ─┤A-43
           │┌─── 山下　健士（パラエストラなかがわイデDOJO）
           └┤A-37
              └─── 長澤　元（パラエストラ北九州）



■アダルト茶帯フェザー級　(-70.0kg)   　2名　　【試合時間：8分】

           ┌──── 後藤　秋雄（ねわざワールド東九州）
優勝 ─┤A-1
           └──── 川崎　淳平（パラエストラなかがわイデDOJO）

■マスター1青帯ライトフェザー級　(-64.0kg)　  3名　　【試合時間：5分】

　　　　　　 ┌─── 別府　博志（BOHEMIANS）
　　　　　┌┤A-2
　　　　　│└─── 西畠　大悟（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤A-23
　　　　　│┌─── 西尾　祐介（パラエストラ北九州）
　　　　　└┤A-10
　　　　　　 └───A-2の敗者

■マスター1青帯フェザー級　(-70.0kg)   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 楢崎　耕治（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤A-20
           └──── 中島　貴文（トライフォース柔術アカデミー）

■マスター1青帯ライト級　(-76.0kg)　  3名　　【試合時間：5分】

　　　　　　 ┌─── 木田　慎太郎（パラエストラ北九州）
　　　　　┌┤A-3
　　　　　│└─── 阪口　太（グラスコ柔術アカデミー長崎）
優勝 ─┤A-22
　　　　　│┌─── 藤満　俊夫（パラエストラ北九州）
　　　　　└┤A-11
　　　　　　 └───A-3の敗者

■マスター1青帯ミディアムヘビー級　(-88.3kg)   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 中島　聡（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤A-21
           └──── 太田　尚吾（DESTINY　JIU-JITSU） 

■マスター1青帯オープンクラス　   8名　　【試合時間：5分】

　　      　　　 ┌ 西畠　大悟（パラエストラ北九州） 
　     　　 　┌┤A-32
　　     　 　│└ 太田　尚吾（DESTINY　JIU-JITSU） 
　     　　┌┤A-41
　　     　││┌ 木田　慎太郎（パラエストラ北九州） 
　　　     │└┤A-33
　　     　│　 └ 楢崎　耕治（パラエストラ北九州） 
優勝 ─┤A-46
　　     　│　 ┌ 中島　聡（パラエストラ北九州）
　　　     │┌┤A-34
　    　 　││└ 藤満　俊夫（パラエストラ北九州） 
　　     　└┤A-42
　　     　 　│┌ 阪口　太（グラスコ柔術アカデミー長崎） 
　　     　　 └┤A-35
　　       　　　└ 西尾　祐介（パラエストラ北九州） 



■マスター2白帯ライトフェザー級　(-64.0kg)   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 森　健（ねわざワールド東九州）
優勝 ─┤B-23
           └──── 三宅　憲之（BOHEMIANS）

■マスター3白帯ルースター級　(-57.5kg)   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 村上　大（メフォーゼ柔術アカデミー）
優勝 ─┤B-24
           └──── 福島　正訓（BOHEMIANS）

■マスター3白帯ライトフェザー級　(-64.0kg)   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 大貫　宏一郎（T-REX柔術アカデミー）
優勝 ─┤B-25
           └──── 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     5名　　【試合時間：5分】

　　　　　   ┌─── 佐野　清量（パラエストラ北九州）
　　  　  ┌┤B-48
　　   　 ││┌── 宗　知光（メフォーゼ柔術アカデミー）
　　   　 │└┤B-40
           │　 └── 福島　正訓（BOHEMIANS）
優勝 ─┤B-51
　　      │┌─── 村上　篤胤（パラエストラ北九州）
　      　└┤B-49
　　  　     └─── 大貫　宏一郎（T-REX柔術アカデミー）

■マスター3青帯ミドル級　（-82.3ｋｇ）   1名

優勝 ─　　　　坂東　澄保（パラエストラ北九州）

■マスター3青帯オープンクラス   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 坂東　澄保（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤B-16
           └──── 金子　佳史（ヤワラヤ）

■マスター3紫帯フェザー級　（-70.0ｋｇ）   　2名　　【試合時間：5分】

           ┌──── 小畑　照亘（パラエストラ北九州）
優勝 ─┤B-17
           └──── 片山　健雄（DESTINY　JIU-JITSU）



■アダルト女子白帯ライトフェザー級　(-53.5kg)　  3名　　【試合時間：5分】

　　　　　　 ┌─── 福本　彩菜（トライフォース柔術アカデミー）
　　　　　┌┤B-4
　　　　　│└─── 戸田　千泉（メフォーゼ柔術アカデミー）
優勝 ─┤B-20
　　　　　│┌─── 山田　麗（DESTINY　JIU-JITSU）
　　　　　└┤B-11
　　　　　　 └───B-4の敗者

■アダルト女子白帯オープンクラス　   　4名　　【試合時間：5分】

              ┌─── 福本　彩菜（トライフォース柔術アカデミー）
           ┌┤B-30
           │└─── 池田　翔音（パラエストラなかがわイデDOJO）
優勝 ─┤B-45
           │┌─── 山田　麗（DESTINY　JIU-JITSU）
           └┤B-31
              └─── 前田　彩（BOHEMIANS）

■アダルト女子紫帯ライト級　（-64.0ｋｇ）   　2名　　【試合時間：7分】

           ┌──── 甲斐　真由美（ねわざワールド東九州）
優勝 ─┤A-17
           └──── 伊東　静代（徳島柔術）

■アダルト女子紫帯オープンクラス　  3名　　【試合時間：7分】

　　　　　　 ┌─── 坂本　陽（TATORU）
　　　　　┌┤A-27
　　　　　│└─── 伊東　静代（徳島柔術）
優勝 ─┤A-44
　　　　　│┌─── 甲斐　真由美（ねわざワールド東九州）
　　　　　└┤A-38
　　　　　　 └───A-27の敗者


