
 

 

 

第６回カバディチャレンジカップ 

 

令和４年６月１１日(土) 男子予選 

令和４年６月１２日(日) 男子・女子予選、決勝戦 

 

 帝京大学板橋キャンパス・アリーナ 

東京都板橋区加賀２-１１-１  TEL ０３-３９６４-１２１１ 

JR埼京線「十条駅」下車、徒歩約 10分 

 

 

主 催 ：(一社)日 本 カ バ デ ィ 協 会 

    

後 援 ：(公財)日本レクリエーション協会 

   バングラデシュ人民共和国大使館 

 

 

 

 

 

 



 

 

【大会プログラム】 

  

初 日  男子予選 ６月１１日(土) 

８：３０  選手集合 

１０：００  開会式（※アナウンス） 

１０：１５  午前の部開始 

           １３：１０  昼休憩 

           １４：０５  選手集合 

１４：１５  午後の部開始 

           １７：１０  初日終了 

 

二日目  男子・女子決勝戦、他 ６月１２日(日) 

８：３０  選手集合 

９：３０  午前の部試合開始 

             １２：５５  昼休憩 

           １４：００  午後の部開始   

           １６：００  女子最終戦 

１７：００  男子決勝戦   

１７：５０  閉会式（※表彰のみ） 

     １８：００  二日目終了 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【大会役員】 

○大 会 顧 問：菅  義偉 

○大 会 会 長：冲永 佳史 

○大会副会長：一島 正真、河野 亮仙 

○大 会 参 与：小野尚重、西郊良光、村川俊彦、須川裕、井藤圭順、林佳子、 

菅野宏紹、塩入法道、河合星児、平野剛 

 

 

 

【大会実行委員】 

○大会実行委員長：河合 陽児 

○総務・広報部 総務部長：青木 綾 

副 部 長：菅香保、金子裕美 

総務・広報部員：中島水樹、星千佳子、藤井亮輔、太田雅之、高橋芹奈、河手佑天、 

西山広希、 

○競技部 競技部長：清水谷 尚順 

副 部 長：新田晃千、井藤光圭 

競 技 部 員：櫛笥亮恵、下川正將、河野雅亮、阿部哲朗、倉嶋彪真、太田陽子、 

黒柳優里、 

 

○審判部 審判部長：酒井 康史 

副 部 長：渡辺次郎 

審 判 部 員：岩田直之、真仁田悦輝、澤津慎、畠山大喜、千葉央人、坂本夏実、 

遠藤幹人、金村成晃、 

 

 



 

【大会挨拶】 

 

 

 

一般社団法人日本カバディ協会  会長 冲永佳史 

 

 

 昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症は完全には払拭されてはいないものの、第

６回カバディチャレンジカップが無事開催される運びとなりました。関係の皆様におかれ

ましては、大会の準備、そして感染防止対策を含め、安全に競技が行われるよう縷々配慮

いただきましたことに感謝申し上げます。また、参加選手の皆様におかれましては、大会参

加のための感染防止対策ガイドラインを遵守いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、本大会は JOCジュニアオリンピックカップ大会として位置づけられ、2022 年ジュニア日本

代表候補選手選考会を兼ねた大会でもあります。カバディが国際的な競技スポーツであることが、

近年日本においても徐々に認知されてきているところでありますが、日本における競技人口を延

ばしてゆく上では、次世代選手の育成が欠かせません。そのような意味において、今大会は重

要な役割を持っていると言えましょう。そして、この大会のレベルが上がることで、国際大会に於

ける成績の向上とともに、カバディに興味を持つ人を増やす事に繋がります。 

 また、参加選手の皆様が、激しいコンタクトスポーツの中にも、チームワークよく戦うことが求め

られるカバディにおいて、メンタル面での成長機会を得ることは、これも大変重要な事柄でありま

す。このことは、カバディが持つ魅力を高めるとともに、競技の面での強さを増すばかりではなく、

後に続く競技者の育成、ひいては教育的効果をもたらし、カバディがより身近なものとして認識さ

れることに繋がると考えております。 

 今年度は、いよいよコロナウイルス感染症との共存へ向けて、世の中が動き出すものと思いま

すし、本協会の事業も例年に近い形で展開できることを期待しているところであります。その中の

一大イベントである今大会が、皆様の手で盛況のもとにおこなわれますことを、そして安全に執り

行われますことを祈念申し上げますとともに、コロナウイルス感染症がもたらした閉塞感からの

脱却へ向けた大会となりますことを祈念申し上げ、ご挨拶に代えさせていただきます 



 

 

 

 

 

 

 

 

【男子チーム紹介】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名前 泉　諒和 志村　光太郎 竹内　志栄 武田 道太郎 髙木　項矢 峯岸　亮汰

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲｽﾞﾐ　ｱｷｶｽﾞ ｼﾑﾗｺ ｳﾀﾛｳ ﾀｹｳﾁ　ｼｴｲ ﾀｹﾀﾞ　ﾐﾁﾀﾛｳ ﾀｶｷﾞ ｺｳﾔ ﾐﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ

背番号 1番 2番 3番 4番 5番 6番

身長 168cm 170cm 168cm 176cm 170cm 167cm

カバディ歴 6年 6年 4年 1年 2年 2年

名前 三宮　大知 髙田　奏互 山元　俊太朗 中山　憲太郎

ﾌﾘｶﾞﾅ ｻﾝﾉﾐ　ﾔﾀﾞｲﾁ ﾀｶﾀﾞ ｿｳｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ

背番号 ７番 9番 10番 12番

身長 174cm 172cm 169cm 167cm

カバディ歴 3年 2年 2年 1年

新体制を迎えたフレッシュな

「新・ジモディ」の活躍をご期待く

ださい。

ジモディ
自由の森学園中学校・高等学校

 



 

名前 藤井　知希 川上　順矢 下地　翔宝 小林 誠伸 稲葉 鋼太 佐藤 友哉

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｷ ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝﾔ ｼﾓｼﾞ ｼｮｳﾎｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾌﾞ ｲﾅﾊﾞ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ﾕｳﾔ

背番号 1番 3番 ５番 18番 ８番 7番

身長 174cm 1６４cm 169cm 175cm 170cm 161cm

カバディ歴 3年 ２年 2年 3年 1年 2年

名前 石井 朝音 石井　武蔵 宮田 拓海

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲｼｲ ｱｻﾄ ｲｼｲ ﾑｻｼ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

背番号 23番 6番 54番

身長 176cm 172cm 170cm

カバディ歴 1年 2年 2年

新潟クレステッド・アイビス

フリー

新潟と茨城の合同チームです。

名前 松下　一茶 酒井　耕平 柳川　亮 中園　和希 青沼　耕平 西阪 凜太郎

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾂｼﾀ ｲｯｻ ｻｶｲ ｺｳﾍｲ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳ ﾅｶｿﾉ ｶｽﾞｷ ｱｵﾇﾏ ｺｳﾍｲ ﾆｼｻｶ ﾘﾝﾀﾛｳ

背番号 1番 8番 20番 27番 31番 52番

身長 171cm 183cm 182cm 170cm 169cm 170cm

カバディ歴 1年 1年 1年 3年 1年 1年

名前 松本 哲 長野 優也

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾔ

背番号 5７番 ６５番

身長 179cm 173cm

カバディ歴 3年 5年

福岡レイズ
東京レイズ&福岡陣闘会

東京レイズと福岡陣闘会の混合チー

ムです。

大型の選手が多いので、パワフルな

プレーにご期待下さい。



 

 

名前 渡辺 未来 遠田 孔氣 齊藤 卓未 山本 一智 山上 類 山田 伊織

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗｲ ｴﾝﾀ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾔﾏﾓﾄ　ｶｽﾞﾄｼ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾙｲ ﾔﾏﾀﾞ ｲｵﾘ

背番号 1番 13番 15番 2番 16番 77番

身長 169m 164cm 173cm 170cm 179cm 167cm

カバディ歴 4年 3年 2年 4年 1年 1年

名前 一條 凪 駒井 太一 田谷 優樹

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾅｷﾞ ｺﾏｲ ﾀｲﾁ ﾀﾔ ﾕｳｷ

背番号 42番 24番 10番

身長 176cm 176cm 180cm

カバディ歴 1年 1年 1年

栃木ガーナレンズ
栃木県内有志

栃木県内に唯一あるカバディチームの栃木ガーナ

レンズ。ガーナレンとはヒンディー語で「楽し

む」という言葉。栃木でカバディを楽しむ学生か

ら社会人のメンバーたちで構成されています。

キャプテン他数名は今年がラストチャレンジ。

チームカラーの黄色×青のユニフォームをまと

い、今大会での勝利を狙っていきます。

名前 阿部　琢美 浦山　高彦 阿部　克海 寺内　優一郎 錦織 吏一 川田 航大

ﾌﾘｶﾞﾅ ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ ｳﾗﾔﾏ　ﾀｶﾋｺ ｱﾍﾞ ｶﾂﾐ ﾃﾗｳﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾆｼｷｵﾘ ﾘｲﾁ ｶﾜﾀ　ｺｳﾀﾞｲ

背番号 0番 4番 7番 8番 22番 ３４番

身長 170m 161cm 177cm 173cm 160cm 1７０cm

カバディ歴 ８年 ８年 ８年 4年 3年 １年

名前 成川 良

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾅﾘｶﾜ ﾘｮｳ

背番号 81番

身長 170cm

カバディ歴 ４年

百足
和光大学・自由の森OB

結成してまだ一年未満のできて新しい

チームです。メンバーのほとんどは過

去にジモディでプレイしており、中に

は大学から始めたメンバーも所属して

います。若さを生かしてどんな相手で

も全力でぶつかっていきます！！



 

 

 

名前 板倉 俊介 降旗 諒 唐松 高伸 シランガン・ 山内 進太郎 廣坂　龍大

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲﾀｸﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳ ｶﾗﾏﾂ ﾀｶﾉﾌﾞ ヴィジャイ ﾔﾏｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾋﾛｻｶ ﾘｭｳﾀ

背番号 0番 6番 7番 9番 10番 15番

身長 178cm 174cm 182cm 1７5cm 171cm 182cm

カバディ歴 4年 １年 4年 5年 ４年 1年

名前 西海 湧登 北野 光一 エサッキ・ 笠牟田 亮輔

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾆｼｳﾐ ﾕｳﾄ ｷﾀﾉ ｺｳｲﾁ ラジェシュ ｶｻﾑﾀ ﾘｮｳｽｹ

背番号 39番 51番 77番 88番

身長 1７7cm 170cm 165cm 178cm

カバディ歴 2年 2年 5年 4年

上方ManGunners
フリー

関西唯一、つまり関西最強のカバディ

チームです。チーム名は「かみがた ま

んがな～ず」と読みます。大阪のチー

ムらしく面白おかしくカバディをやっ

ています。よろしくお願いします！！

名前 渡辺 亮太 北風 優真 片島 健太郎 鈴木　拓弥 鈴木 太冴 高橋 穂隆

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ｷﾀｶｾﾞ ﾕｳﾏ ｶﾀｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ ﾀｶﾊｼ ﾎﾀﾞｶ

背番号 62番 8番 1４番 16番 17番 1８番

身長 173cm 163cm 164cm 183cm 170cm 1６6cm

カバディ歴 2年 1年 1年 2年 ２年 ２年

名前 渡邉 泰成 山内 裕二朗

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾅﾘ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ

背番号 24番 40番

身長 172cm 167cm

カバディ歴 2年 5年

AICHI Rabbits
愛知県支部・大東文化大学

A.K.AICHIと大東Rabbitsの合同チー

ムです。

高校生から社会人まで個性豊かなメ

ンバーが揃っています。

互いの良さを存分に活かして勝利を

掴みます！



 

 

 

名前 神崎 吏一 柳田　大地 福岡　銀 石井 源人 山下 智祐 田中 恒輝

ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾝｻﾞｷ ﾘｲﾁ ﾔﾅﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾌｸｵｶ ｷﾞﾝ ｲｼｲ ｹﾞﾝﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ ﾀﾅｶ ｺｳｷ

背番号 1番 2番 １2番 20番 ２４番 9番

身長 168cm 170cm 172cm 164cm 1６３cm 162cm

カバディ歴 ２年 2年 1年 2年 ５年 1年

名前 内田　悠士郎 尾畑 太雅 高橋　知也 原岡 健人 井上 圭史

ﾌﾘｶﾞﾅ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾛｳ ｵﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ ﾊﾗｵｶ ｹﾝﾄ ｲﾉｳｴ ｹｲｼ

背番号 ４６番 51番 55番 90番 ９９番

身長 1７０cm 167cm 170cm 165cm 170cm

カバディ歴 4年 2年 1年 1年 5年

桜島サイファーズ
鹿児島大学カバディ同好会

前大会準優勝の鹿児島大学カバディ同好会は、今

回名を改め「桜島サイファーズ」として大会に出

場します。去年MVPをとった小峰凌河選手の背中

を追いかけ、各メンバー得意なポジションで歓声

の沸くプレイをお見せします。目標は昨年取るこ

とができなかった優勝。桜島のようなはじけとぶ

スマイルで応援をお願いします。

名前 坪内　琉真 今福 優作 南部　壮海 手島 大希 寺本 龍哉 荒竹 大輝

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾂﾎﾞｳﾁ ﾘｭｳﾏ ｲﾏﾌｸ ﾕｳｻｸ ﾅﾝﾌﾞ　ﾀｹﾐ ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｷ ﾃﾗﾓﾄ　ﾘｭｳﾔ ｱﾗﾀｹ ﾀﾞｲｷ

背番号 ０番 1番 2番 4番 5番 7番

身長 168cm 173cm 175cm 166cm 170cm 175cm

カバディ歴 1年 1年 3年 1年 3年 4年

名前 山縣 龍人 鈴木 庸介 福井 雄真 松井 隼人 片川　楽斗 廣 直輝

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｭｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ ﾌｸｲ ﾕｳﾏ ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ ｶﾀｶﾜ ｶﾞｸﾄ ﾋﾛ ﾅｵｷ

背番号 8番 10番 13番 23番 55番 17番

身長 182cm 172cm 183cm 174cm １８０cm 179cm

カバディ歴 2年 1年 1年 1年 1年 1年

WASEDA MONSTERS

学生

早稲田大学非公認サークルWASEDA

MONSTERSです。早稲田と謳ってい

ますが、東大や上智を始め他大生のほ

うが構成人数が多い状況です。今年は

多くの新入生に恵まれ、去年の倍ほど

のメンバーで優勝を目指します。



 

 

名前 笠原　英哲 中濱　陸生 平幡　亮靜 山根　幸生 宇内 智弘 財前　裕斗

ﾌﾘｶﾞﾅ ｶｻﾊﾗ　ｴｲﾃﾂ ﾅｶﾊﾏ ﾘｸｳ ﾋﾗﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ ﾔﾏﾈ ｺｳｾｲ ｳﾅｲ ﾄﾓﾋﾛ ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾕｳﾄ

背番号 1番 2番 ３番 4番 5番 7番

身長 167cm 173cm 175cm 165cm 175cm 167cm

カバディ歴 2年 ２年 2年 1年 4年 4年

名前 南　祐希

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ

背番号 6番

身長 161cm

カバディ歴 1年

大正マイトリー
大正大学カバディ部

カバディ伝統大学

大正大学カバディ部

メンバーひとりひとりが他チームと

の交流を増やしたことで積んできた

経験を発揮し、勝利を目指します！

名前 羽田 宗平 甲斐 貴大 安野 覧 橋爪　翔太 西條 武士 東 大貴

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾊﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ｶｲ ﾀｶﾋﾛ ﾔｽﾉ ﾗﾝ ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳﾀ ﾆｼｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

背番号 12番 15番 1番 27番 24番 36番

身長 170cm 168cm 177cm 168cm 174cm 168cm

カバディ歴 3年 3年 1年 3年 3年 4年

名前 小澤 慶 米本 巽

ﾌﾘｶﾞﾅ ｵｻﾞﾜ ｹｲ ﾖﾈﾓﾄ ﾀﾂﾐ

背番号 41番 43番

身長 168cm 185cm

カバディ歴 3年 2年

東京レイズ
フリー

2012年度に結成されたカバディ好きが集まる独立系ク

ラブチーム。特定の学校や団体の系列色はなく、東京

で活動する学生と社会人が中心となり構成。見学、体

験歓迎！　メンバー随時募集中！！初心者の受け入れ

を積極的に行ってます。2018年よりGet Support

Project と提携し、オリジナルTシャツやタオルのデザ

イン・制作などで全面的にご協力をいただいてます。

https://www.get-support.jp/athlete_omoi/tokyoraids/



 

 

 

名前 井上　颯 軽部　貴利 高橋 智樹 大澤 佑太 青木 秀行 山森 圭人

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲﾉｳｴ ﾘｭｳ ｶﾙﾍﾞ ﾀｶﾄｼ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀ ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾔﾏﾓﾘ　ｹｲﾄ

背番号 17番 99番 91番 7番 19番 3番

身長 171cm 180cm 180cm 176cm 175cm 170cm

カバディ歴 1年 2年 1年 1年 1年 2年

名前 曽我部　玄 乾 真悟 石井 威盛 山地 智士

ﾌﾘｶﾞﾅ ｿｶﾍﾞ ｹﾞﾝ ｲﾇｲ ｼﾝｺﾞ ｲｼｲ ｲｻｸ ﾔﾏｼﾞ ｻﾄｼ

背番号 48番 2番 12番 4番

身長 181cm 180cm 178cm 173cm

カバディ歴 2年 1年 1年 1年

リアライズ plus
帝京リアライズ，北海道Repunkur，有志

帝京リアライズ，北海道

Repunkur，有志の合同チームで

す。

名前 夏吉　裕貴 伊藤 一星 鈴木 祥矢 福田　翔哉 駿河 匠 佐藤　史尭

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾅﾂﾖｼ　ﾋﾛｷ ｲﾄｳ ｲｯｾｲ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾔ ｽﾙｶﾞ ﾀｸﾐ ｻﾄｳﾌ ﾐﾀｶ

背番号 0番 1番 4番 6番 7番 9番

身長 170cm 170cm 173cm 186cm 171cm 172ｃｍ

カバディ歴 4年 3年 4年 3年 2年 3年

名前 金子　夢大 野村 凛音 今井 龍之介 辰己　藤磨

ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾈｺ ﾕｳﾀ ﾉﾑﾗ ﾘｵﾝ ｲﾏｲ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾀﾂﾐ ﾄｳﾏ

背番号 14番 12番 80番 88番

身長 167cm 175cm 180cm 163cm

カバディ歴 1年 1年 2年 4年

OCEANUS
有志

名前の由来はOCEANSから。読み方はオケ

アノス。大洋のようにレイダーを捕らえ、

波のように行く手を阻む。また、大洋のよ

うな大きな心を持とうという意味も込めら

れている。カバディ界というレッドオー

シャンの中で優勝を目指します！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

名前 塩尻 英一 久保 未来 佐川　雄大 伊藤 徹二 久代 拓実

ﾌﾘｶﾞﾅ ｼｵｼﾞﾘ ｴｲｲﾁ ｸﾎﾞ ｱｽｶ ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ｲﾄｳ ﾃﾂｼﾞ ｸｼﾛ ﾀｸﾐ

背番号 1番 3番 9番 53番 86番

身長 170cm 168cm 185cm 174cm 162cm

カバディ歴 1年 1年 1年 2年 1年

名前

ﾌﾘｶﾞﾅ

背番号

身長

カバディ歴

ZEAL
創価大学カバディ愛好会

経験者1人、未経験者6人から始まっ

たZEALは創部一年を迎え、新入生

を含めた新体制で、カバディを全力

で楽しみながら活動しています！



 

 

【男子トーナメント】 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女子チーム紹介】 
 

 

 

 

 

名前 長尾　美波 安樂城 紗英 引地 真穂 小島　初葵 島本 ありな 菅原 梨央

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾅｶﾞｵ ﾐﾅﾐ ｱﾗｷ ｻｴ ﾋｷﾁ ｼﾎ ｺｼﾞﾏ ﾊﾂﾞｷ ｼﾏﾓﾄ ｱﾘﾅ ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｵ

背番号 1番 2番 3番 4番 5番 ６番

身長 167cm 151cm 164cm 149cm 153cm 155cm

カバディ歴 5年 2年 3年 4年 1年 １年

名前 内山　晶未

ﾌﾘｶﾞﾅ ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾐ

背番号 7番

身長 160cm

カバディ歴 1年

YKC
横浜カバディクラブ

女子日本代表監督率いるカバディ

チームです。カバディを始めたての

人から経験者まで在籍中。フレッ

シュなエネルギーを武器に優勝を

狙っていきます！



 

名前 寺尾 美紀 石尾  実里 恩田 理彩 増古 朋実 吉浦 諒子 黒柳 優里

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾃﾗｵ ﾐｷ ｲｼｵ ﾐｻﾄ ｵﾝﾀﾞ　ﾘｻ ﾏｽｺ ﾄﾓﾐ ﾖｼｳﾗ ﾘｮｳｺ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾘ

背番号 2番 3番 4番 6番 7番 8番

身長 162cm 146cm 164cm 161cm 159cm 161cm

カバディ歴 3年 2年 1年 3年 1年 1年

名前 野村 花江 永冨 礼

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾉﾑﾗ ﾊﾅｴ ﾅｶﾞﾄﾐ ﾚｲ

背番号 9番 11番

身長 162cm 154cm

カバディ歴 1年 1年

Akatsuki
フリー

前回からの成長を見せられるように

頑張ります！

名前 木藤　和 塩野　心優 赤津　茉梨 阿部　真歩 山崎　美里 阿部　美月

ﾌﾘｶﾞﾅ ｷﾄｳ ﾔﾜﾗ ｼｵﾉ ﾐﾕｳ ｱｶﾂ ﾏﾘ ｱﾍﾞ ﾏﾎ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ ｱﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ

背番号 1番 8番 2番 3番 4番 5番

身長 161cm 152cm 163cm 152cm 171cm 160cm

カバディ歴 4年 4年 4年 5年 4年 3年

名前 古川　由子 千葉　美空 佐才  おのん 田中　めい 新谷　綸 深見　眞奏

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾙｶﾜ ﾕｺ ﾁﾊﾞ ﾐｿﾗ ｻｻｲ ｵﾉﾝ ﾀﾅｶ ﾒｲ ﾆｲﾔ ﾘﾝ ﾌｶﾐ ﾏﾅｶ

背番号 6番 7番 9番 10番 11番 12番

身長 154cm 158cm 165cm 158cm 160cm 157cm

カバディ歴 6年 1年 1年 1年 1年 1年

コイワイ613
自由の森学園　女子カバディ部

新メンバーが加わり、よりフレッ

シュなチームになりました！

コートの上で楽しむ姿を見てくださ

い！



 

 

 

 

 

 

 

【女子リーグ】 

 

 a 

YKC 

b 

コイワイ 613 

c 

Akatsuki 

a 

YKC 

 ⑪11:15～ 

6/12（日） 

～ 

6/12（日） 

b 

コイワイ 613 

  ～ 

6/12（日） 

c 

Akatsuki 

   

  

※一試合目の敗者が二試合目（14:00～）、勝者が三試合目（16:00～）に試合を行う。 

 



 



 

【６月１１日(土)タイムテーブル】 
 

 

 

7:30～ 協会から荷物搬出 

 8:00～ 大正大学からマット搬出 

 

8:00～ 開     場 

8:00～ 実行委員集合（※着替えを済ませ、本部前集合→説明後設営に入る） 

8:30～ 選手集合（※着替えを済ませ、設営手伝い・マット・荷物搬入） 

9:30～ 男子計量（男子 85kg以下、女子 75kg以下） 

10:00～ 開会式（※アナウンスのみ会場内で聞くこと） 

 

10:15～ ①男子一回戦Ⅰ 福岡レイズｖｓ新潟クレステッド・アイビス 

     （審判…ジモディ、栃木ガーナレンズ、百足） 

11:00～ ②男子一回戦Ⅱ WASEDA MONSTERSｖｓ大正マイトリー 

     （審判…東京レイズ、OCEANUS、リアライズ plus、ZEAL） 

11:45～ ③男子一回戦Ⅲ 栃木ガーナレンズｖｓ百足 

     （審判…福岡レイズ、新潟クレステッド・アイビス、上方 ManGunners、 

桜島サイファーズ） 

12:30～  ④男子一回戦Ⅳ 東京レイズｖｓOCEANUS 

     （審判…AICHI Rabbits、WASEDA MONSTERS、大正マイトリー） 

 

13:10～ 清掃、昼休憩（※14:05には審判体育館集合） 

 

14:15～ ⑤男子一回戦Ⅴ 上方 ManGunnersｖｓAICHI Rabbits 

     （審判…ジモディ、福岡レイズ、桜島サイファーズ、大正マイトリー） 

15:00～ ⑥男子一回戦Ⅵ リアライズ plusｖｓZEAL ※エキシビションマッチ予定 

     （審判…新潟クレステッド・アイビス、WASEDA MONSTERS、東京レイズ） 

15:45～ ⑦男子準々決勝Ⅰ ジモディｖｓ①勝 

     （審判…栃木ガーナレンズ、百足、上方 ManGunners、AICHI Rabbits） 

16:30～ ⑧男子準々決勝Ⅱ 桜島サイファーズｖｓ②勝 

     （審判…OCEANUS、リアライズ plus、ZEAL） 

 

17:10～ 清       掃 

～18:30 退館（※完全撤収） 

 



 

【６月１２日(日)タイムテーブル】 
 

 

8:00～ 開     場 

 8:30～ 選手集合 

     女子計量（男子 85kg以下、女子 75kg以下） 

 

9:30～  ⑨男子準々決勝Ⅲ ③勝ｖｓ⑤勝（審判…⑤敗、⑧勝、②敗、※女子講習） 

10:15～ ⑩男子準々決勝Ⅳ ④勝ｖｓ⑥勝（審判…⑦勝、⑦敗、①敗、③敗） 

    （マット男子→女子） 

11:15～ ⑪女子第一試合    YKCｖｓコイワイ６１３（審判…Akatsuki、⑨敗、⑧敗） 

    （マット女子→男子） 

12:15～ ⑫男子準決勝Ⅰ  ⑦勝ｖｓ⑨勝（審判…⑧勝、④敗、⑩勝、⑩敗） 

    （マット男子→女子） 

 

12:55～ 清掃、昼休憩（※13:50には審判体育館集合） 

 

14:00～ ⑬女子第二試合    ⑪敗ｖｓAkatsuki（審判…⑪勝、⑫勝、⑦敗、⑫敗） 

    （マット女子→男子） 

15:00～ ⑭男子準決勝Ⅱ  ⑧勝ｖｓ⑩勝（審判…①敗、④敗、⑩敗、⑥敗） 

    （マット男子→女子） 

16:00～ ⑮女子第三試合    ⑪勝ｖｓAkatsuki（審判…⑪敗、⑤敗、⑧敗、②敗） 

    （マット女子→男子） 

 

17:00～ ⑯男子決勝戦  ⑫勝ｖｓ⑭勝（審判…⑨敗、③敗、⑫敗、⑭敗） 

 

17:50～ 閉会式（※表彰のみ） 

 

18:00～ 後片付け、清掃 

18:45～ マット・荷物搬出 

18:00～ 解  散（※完全撤収） 

～19:00 退館（※完全撤収） 

 

19:00～ 協会荷物搬入 

19:30～ 大正大学にマット搬入 

 


