
 

 5/22 大会 開催概要 

 

 

この度は UNRIVALED ALTANA にご参加を頂き、誠にありがとうございます。 

本大会は感染症対策として、三部制の入れ替えで運営させていただきます。 

下記の通りに概要をご報告致しますので、ご一読ください。 

 

 

 

1. 試合順 

2. 当日スケジュール（集合時間、計量など） 

3. コスチューム 

4. セコンドについて 

5. 感染症対策について 

6. 受付、エントリー代 

7. 当日の配信について 

8. 情報発信について 

9. 試合時間の変更について 

 

 

 

 

長文となりますが来場前に必ずお目通し頂き、 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  



１. 試合順 

【第一部 ビギナー】10:15 受付開始 
 
① グラップリング ビギナー 53 ㎏級 
悠花（トライデント/大賀道場） 
川嶋照（ZEEK ジム） 
 
② グラップリング ビギナー 70 ㎏級 
梅原規祥（リバーサルジム武蔵小杉 所プラス） 
須賀達生（CARPE DIEM Aoyama） 
 
③ グラップリング ビギナー 65 ㎏級 
大嶋聡承（トイカツグラップリング東中野） 
斉藤大輔（Team Ultimate） 
 
④ グラップリング ビギナー 65 ㎏級 
清水健之介（今成柔術） 
小松貴史（トイカツ道場） 
 
⑤ グラップリング ビギナー 65 ㎏級 
平賀崇郎（グラバカ東中野） 
熊谷海人（夕月堂本舗） 
 
⑥ グラップリング ビギナー 65 ㎏級 
高橋知也（トイカツ道場） 
本崎憲昭（グラバカ東中野） 
 
⑦ グラップリング ビギナー 70 ㎏級 
瀧川裕之（リバーサルジム横浜グランドスラム） 
ヴィエルジュ ニコラ（リバーサルジム東京スタンドアウト） 
 
⑧ グラップリング ビギナー 53 ㎏級 
川嶋照（ZEEK ジム） 
瀧田友（トイカツグラップリング東中野） 
 
⑨グラップリング ビギナー 70 ㎏級 
小川直樹（リバーサルジム横浜グランドスラム） 
梅原規祥（リバーサルジム武蔵小杉 所プラス） 
 
⑩ 道着 ビギナー 51 ㎏級 
悠花（トライデント/大賀道場） 
池田美憂（IGLOO） 
 
⑪ 道着 ビギナー 60 ㎏級 
木村恵貴（NEO JUDO ACADEMY） 
フランズ コルテズ（Team Ultimate） 
 
⑫道着 ビギナー 70 ㎏級 
ダン サントス（Team Ultimate） 
須賀達生（CARPE DIEM Aoyama） 
 
⑬ 道着 ビギナー 80 ㎏級 
中村和也（グラバカ東中野） 
西浦泰誠（パラエストラ TB） 
 



【第二部 エキスパート】13:30 受付開始 
 
① グラップリング エキスパート 80 ㎏級 
福山研太郎（フリー） 
澤宗紀（フリー） 
 
② グラップリング エキスパート 60 ㎏級 
木村真拓（和術慧舟會 HEARTS） 
ナカモトケニー（パラエストラ TB） 
 
③ グラップリング エキスパート 80 ㎏級 
佐藤哲郎（JAWS WEST） 
鈴木裕太（フリー） 
 
④ グラップリング エキスパート 65 ㎏級 
伊集龍皇（パラエストラ小岩） 
アオキング“一輝”（T-BLOOD） 
 
⑤ グラップリング エキスパート 70 ㎏級 
宮伸広（グランドスラム） 
新井浩介（GRABAKA） 
 
⑥ グラップリング エキスパート 70 ㎏級 
松下祐介（パラエストラ TB） 
ヤギタカシ（今成柔術/夕月堂本舗） 
 
⑦ グラップリング エキスパート 80 ㎏級 
下前快喜（リバーサルジム横浜グランドスラム） 
西浦泰誠（パラエストラ TB） 
 
⑧ グラップリング エキスパート 無差別級 
田中大成（IGLOO） 
上野貴之（今成柔術） 
 
⑨グラップリング エキスパート 60 ㎏級 
橋本圭右（PS 柔術アカデミー） 
木村真拓（和術慧舟會 HEARTS） 
 
⑩ グラップリング エキスパート 無差別級 
佐藤哲郎（JAWS WEST） 
神谷和紀（リバーサルジム横浜グランドスラム） 
 
⑪ グラップリング エキスパート 65 ㎏級 
小野隆史（フリーダム oz） 
タツノスケ（CARPE DIEM Ashiya） 
 
⑫ 道着 エキスパート 70 ㎏級 
矢野トミー（IGLOO） 
新井浩介（GRABAKA） 
 
⑬ 道着 エキスパート 80 ㎏級 
倉本大吾（トライフォース溜池山王） 
小倉雅人（OFC） 
 
⑭ 道着 エキスパート 無差別級 
田中大成（IGLOO） 
アンディ コング（パラエストラ小岩） 



【第三部 メインカード】16:45 受付開始 

 

①道着 エキスパート 80 ㎏級 

深沢新（渋谷区柔道会） 

下前快喜（リバーサルジム横浜グランドスラム） 

 

②道着 エキスパート 60 ㎏級 

堤宏太（Team polvox） 

宮川太暉（フリー） 

 

③グラップリング エキスパート 59㎏級 

藤野恵実（FIGHT FARM） 

山田海南江（IGLOO） 

 

④グラップリング エキスパート 80 ㎏級 

ヨシイノウエ（パラエストラ TB） 

高橋快人（エクストリーム柔術アカデミー） 

 

⑤グラップリング エキスパート 無差別級 

アンディ コング（パラエストラ小岩） 

谷口実（RB アカデミー） 

 

⑥グラップリング エキスパート 65 ㎏級 

タツノスケ（CARPE DIEM Ashiya） 

村田卓実（今成柔術） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.当日スケジュール 

【第一部 ビギナー】 

10:15 受付開始•計量  

10:45 ルールミーティング 

11:00 マットチェック 

11:30 試合開始 

 

【第二部 エキスパート】 

13:30 受付開始•計量 

14:00 ルールミーティング 

14:15 マットチェック 

14:45 試合開始 

 

【第三部 メインカード】 

16:45 受付開始•計量 

17:15 ルールミーティング 

17:30 マットチェック 

18:00 試合開始 

 

3.コスチュームについて 

【グラップリング カテゴリー】 

ラッシュガード、シングレット、ショーツ、ロングスパッツ、レスリングシュ

ーズの着用を認めています。また男性は上半身のラッシュガード着用は任意と

します。 

 

【道着カテゴリー】 

白道着をご着用ください。女性以外は上半身のインナー着用を認めません。 

サンボ着のパンツは任意ですが、スパッツのみの場合はシューズ着用が必須と

なります。また、サンボ着のみ白以外の着用を認めます。 

 

4.セコンドについて 

選手 1名につき 1名までセコンドの帯同を認め、受付時にリストバンドをお渡

しします。ただし感染症防止対策の観点から、同一ジム内で複数の選手が出場

する場合は、選手同士でセコンドを兼ねてください。 



5.感染症対策について 

参加者、スタッフを含めると当日は 80 名ほどが会場を訪れることになります。 

選手、セコンドは必ず検温、マスクの着用をお願いします。 

マットチェック終了後はスタッフの指示に従い控室での待機をお願いします。 

 

6.受付、エントリー代 

受付時間になりましたら正面入り口 2階の踊り場でエントリー代金\5,000（2

戦目を希望された方は¥2,500追加）をお支払い頂き、リストバンドを受け取っ

てください。「4.セコンドについて」で明記した人数以上はご入場頂けませんの

でご注意ください。また、お釣りがないようご協力をお願いします。 

 

7.当日の配信について 

UNRIVALED YouTubeチャンネルにて無料配信の予定です。 

詳細は UNRIVALED Twitterなどで改めてご案内します。 

 

8.情報発信について 

2021年 5月 19 日（水）をもって情報解禁とさせて頂きます。SNS 等で大会情報

を発信していただく場合は、ハッシュタグ「#unrivaled_grappling」を添えて頂

けると幸いです。 

 

9.試合時間の変更について 

第一部 ビギナー 5分 延長あり 

第二部 エキスパート 8分 延長あり 

第三部 エキスパート 10分 延長あり 

※感染症対策に万全を期し、密を回避するため上記の時間とさせて頂きます。 

 

長くなりましたが、以上が概要となります。 

当日は UNRIVALED スタッフ一丸となり、選手の皆様にふさわしい運営を心がけます

ので、アグレッシブな試合を楽しみにしています。 

                                 

2021.5.19 

UNRIVALED 実行委員会 


