
カラテドリームフェスティバル2019全国大会

受付完了選手（諸流派選手）※2019年5月29日　17：00現在

①選手名フリガナの五十音順に掲載されております。

②本掲載は、受付が完了しているかどうかの確認用です。出場階級、身長、体重などの情報は掲載しておりません。

③情報の修正は、受付期間(～6/3)終了後、修正期間を設けますので、本期間に所属長のみが行えます。

④情報の修正がある場合は、必ず所属長にご連絡ください。

氏名 氏名（カナ） 所属流派団体名

相川　実黎 アイカワ　ミレイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

相川　陽盛 アイカワ　ヨウセイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

青木　悠隼 アオキ　ヒサト 極真拳武會　城南品川支部

赤井　駿亮 アカイ　シュンスケ 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

赤羽根　慧俊 アカバネ　アキタカ 極真拳武會　目黒江東支部

秋葉　竜之介 アキバ　リュウノスケ 空手道無限勇進会

浅井　総志 アサイ　ソウシ 空手道　光武会館

足立　航颯 アダチ　カズト 昇心塾

足立　航太郎 アダチ　コウタロウ 昇心塾

熱田　拓 アツタ　タク KWF極真会館

阿部　英明 アベ　ヒデアキ 桜塾

阿部　真輝 アベ　マサキ 極真会館宮城県本部

荒明　央葵 アラアケ　ヒサキ 新格闘術　五十嵐道場

安齋　琉愛 アンザイ　ルア 日本空手道神居塾

飯島　佑樹 イイジマ　ユウキ 拳心会館

飯塚　晄太朗 イイヅカ　コウタロウ 極真拳武會　長原　石川台支部　菅野道場

飯野　正人 イイノ　マサト 空手道　護心会

井口　壱星 イグチ　イッセイ 日本空手道　久保田道場

井口　結月 イグチ　ユヅキ 日本空手道　久保田道場

井口　大也 イグリ　ダイヤ 日本空手道　野地道場

石井　陽 イシイ　ハル 日本空手連盟　誠真会館　杉並道場

石井　英行 イシイ　ヒデユキ 極真会館宮城県本部

石黒　剛朗 イシグロ　タケオ 実戦武道空手　武心塾

石田　虎琉 イシダ　クリュウ 日本空手道拳真流　チームアキラ

石原　翔 イシハラ　ショウ 白蓮会館　湘南鎌倉支部

石綿　千乃 イシワタ　チノ 極真空手　礼心會

石綿　元 イシワタ　ハル 極真空手　礼心會

伊勢　快音 イセ　カイト 優至会　塚本道場

伊勢　天翔 イセ　ソラト 優至会　塚本道場

市來　葵士 イチキ　アオシ 桜塾

伊藤　開 イトウ　カイ 真誠塾

伊東　快希 イトウ　カイキ 拳心会館

伊藤　大稀 イトウ　ダイキ 桜塾

稲益　誠一 イナマス　セイイチ 日本格闘空手道　無門塾　本部道場

井上　明仁 イノウエ　アキヒト 実戦武道空手　武心塾

井上　典之 イノウエ　ノリユキ 極真拳武會　城南五反田中延支部

今井　煌貴 イマイ　コウキ 実戦空手　大場道場
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今井　惺梛 イマイ　セナ 実戦空手　大場道場

今関　龍太 イマセキ　リュウタ 吉田塾

入船　直樹 イリフネ　ナオキ 特定非営利活動法人空手道修慧会

入船　哩歌 イリフネ　リカ 修慧会

岩尾　鉄 イワオ　テツ 武立会館

岩崎　匠真 イワサキ　ショウマ 岩崎空手

植山　裕貴 ウエヤマ　ユウキ 龍拳會　総本部

鵜沢　向日葵 ウザワ　ヒマワリ 空手道無限勇進会

牛尾　隆成 ウシオ　リュウセイ 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

牛田　恵 ウシダ　メグミ 日本空手道　野地道場

内田　全祗 ウチダ　ゼンジ 日本空手道　久保田道場

梅ヶ迫　哲治 ウメガサコ　テツジ 空手道天翔塾

江口　幸太 エグチ　コウタ 空手道無限勇進会

榎元　豪 エノモト　ゴウ 武道空手　練

遠藤　七海 エンドウ　ナナミ 山口有永道場

遠藤　広 エンドウ　ヒロシ 極真会館宮城県本部

大池　虎 オオイケ　タイガ 社団法人　極真会館　東京都佐藤道場

大内　遥生 オオウチ　ハルク 日本空手道神居塾

大内　琉生 オオウチ　ルキ 日本空手道神居塾

大鹿　倫毅 オオシカ　リンキ 大鹿道場　本部

大鹿　烈毅 オオシカ　レツキ 大鹿道場　本部

大空　勝美 オオソラ　カツミ 山口県新空手道連盟　拳心館

大空　竜嘉 オオソラ　ルカ 山口県新空手道連盟　拳心館

大田　一ノ輔 オオタ　イチノスケ 日本空手道　久保田道場

大竹　真帆 オオタケ　マホ 実戦空手　大場道場

岡田　葵 オカダ　アオイ 桜塾

岡田　凌平 オカダ　リョウヘイ 桜塾

岡本　一真 オカモト　カズマ 誠真会館　秋津道場

岡本　東真 オカモト　ハルマ 誠真会館　秋津道場

岡山　月輝 オカヤマ　ルキヤ 白蓮会館　東京墨田支部

小川　満 オガワ　ミチル 極真会館浜井派　埼玉支部

沖野　修大 オキノ　シュウタ ノーティーカラテアカデミー

奥出　昌次 オクデ　ショウジ 日本空手道　野地道場　

小熊　拳世 オグマ　ケンセイ 極真会館　埼玉県　橋本道場

小野　一翔 オノ　カズト 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

小野　颯介 オノ　ソウスケ 極真拳武會　さいたま浦和支部

小野　暖馬 オノ　ハルマ 極真拳武會　さいたま浦和支部

小野寺　朱雀奈 オノデラ　スザナ 水滸會　無限塾　札幌支部

小野寺　龍亮 オノデラ　リュウスケ 水滸會　無限塾　札幌支部

小山　蓮 オヤマ　レン 極真拳武會　城南品川支部

各務　壮祐 カカム　ソウスケ 極真会館浜井派　愛知石川道場

加木　美咲 カギ　ミサキ 極真拳武會　さいたま浦和支部

風間　琉太郎 カザマ　リュウタロウ 優至会　塚本道場

加藤　陽生 カトウ　ハルキ 空會館　多治見支部

加藤　陽彩 カトウ　ヒイロ 空會館　多治見支部

加藤　優希 カトウ　ユウキ 極真会館　世界総極真　釘嶋道場
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加藤　優奈 カトウ　ユウナ 新格闘術　五十嵐道場

加藤　琉雅 カトウ　リュウガ 桜塾

加藤　蓮 カトウ　レン 優至会　酒井道場

金岡　陽大 カネオカ　ヨウタ 吉田塾

金原　真菜美 カネハラ　マナミ 空手道　一拳会

樺澤　継志 カバサワ　ケイシ 拳獅会

河合　透吾 カワイ　トウゴ 日本武道空手道　修武會　本部道場

河合　利亜斗 カワイ　リアト 大上會

河合　琉月 カワイ　ルツキ 大上會

川中　優 カワナカ　ユウ 龍王塾

神田　悠駿 カンダ　ユウシュン 白蓮会館　姫路支部

来島　彩華 キジマ　イロハ 新国際空手道連盟　芦原会館　小月支部

来島　心華 キジマ　コノハ 新国際空手道連盟　芦原会館　小月支部

来島　志成 キジマ　シナル 新国際空手道連盟　芦原会館　小月支部

木下　煌之介 キノシタ　コウノスケ 白蓮会館　堺支部

木村　昂大朗 キムラ　コウタロウ 日本空手道神居塾

木村　美羽 キムラ　ミハネ 極真会館浜井派　埼玉支部

木山　耀太 キヤマ　テッタ 優至会　塚本道場

木山　晴太 キヤマ　ハルタ 優至会　塚本道場

國玉　富治 クニタマ　トミジ 極真会館浜井派　埼玉支部

熊谷　莉希 クマガイ　ライキ 社団法人　極真会館　東京都佐藤道場

熊田　愛生 クマダ　アオ 日本空手道神居塾

熊田　旭 クマタ　アサヒ 龍拳會　総本部

熊田　立 クマタ　リツ 龍拳會　総本部

倉持　有栖 クラモチ　アリス 岩崎空手

倉持　柚希 クラモチ　ユズキ 岩崎空手

黒澤　翔太 クロサワ　ショウタ 極真拳武會　さいたま浦和支部

桑原　右京 クワバラ　ウキョウ フルコンタクトカラテスクール

小此内　捺芽 コガウチ　ナツメ 極真会館浜井派　石川県支部

小金澤　亮馬 コガネザワ　リョウマ 極真拳武會　さいたま浦和支部

小嵜　太陽 コザキ　タイヨウ 新格闘術　五十嵐道場

小島　蕉也 コジマ　ショウヤ 桜塾

小嶋　隼飛 コジマ　ハヤト 水滸會　無限塾　札幌支部

小島　澪 コジマ　レイ 桜塾

児玉　亜瑞 コダマ　アズ 志友会館　本部道場

小林　英里香 コバヤシ　エリカ 極真会館宮城県本部

小林　直生 コバヤシ　ナオキ 極真会館宮城県本部

紺野　暁 コンノ　アキラ 一般社団法人　游藝館　本部

齋藤　志貴 サイトウ　シキ 極真拳武會　蒲田支部

斉藤　成哉 サイトウ　セイヤ 水戸啓明高等学校空手道部

酒井　希羽 サカイ　ノワ 日本実戦空手道七州会　本部

酒井　暖 サカイ　ハル 立志会

酒井　陽向 サカイ　ヒナタ 立志会

酒井　琉翔 サカイ　ルカ 桜塾

佐久間　日和 サクマ　ヒヨリ 日本空手道神居塾

佐久間　大和 サクマ　ヤマト 日本空手道神居塾
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佐久間　祐輝 サクマ　ユウキ 日本空手道神居塾

桜井　奏輔 サクライ　ソウスケ 大鹿道場　本部

佐々木　綸吾 ササキ　イトア 実戦格闘空手道場　雅

佐々木　絆吾 ササキ　ヨキア 実戦格闘空手道場　雅

佐藤　愛里 サトウ　アイリ 社団法人　極真会館　東京都佐藤道場

佐藤　有亜 サトウ　アリア 護心流空手　長迫道場

佐藤　一徳 サトウ　カズノリ 実戦武道空手　武心塾

佐藤　迦音 サトウ　カノン 護心流空手　長迫道場

佐藤　幸太郎 サトウ　コウタロウ 日本空手道神居塾

佐藤　汐里 サトウ　シオリ 吉田塾

佐藤　雅美 サトウ　マサミ 実戦格闘空手道場　雅

佐藤　夢玲 サトウ　ユメア 実戦格闘空手道場　雅

佐野　珠凛 サノ　ジュリ 武道空手　練

佐野　俊彦 サノ　トシヒコ 日本空手道神居塾

佐野　鳳輝 サノ　フウキ 武道空手　練

三城　良依 サンジョウ　ライ 実戦空手　大場道場

三瓶　叶翔 サンベ　カナト 日本空手道神居塾

三瓶　宏人 サンベ　ヒロト 日本空手道神居塾

静田　凛 シズタ　リン 空手道　一拳会

静田　漣 シズタ　レン 空手道　一拳会

篠崎　弘之 シノザキ　ヒロユキ 新国際空手道連盟　芦原会館　千葉支部

篠原　昇利 シノハラ　ショウリ 武道空手　練

篠原　秀嗣 シノハラ　ヒデツグ 日本格闘空手道　無門塾　本部道場

柴田　大夢 シバタ　ヒロム 日本空手道　義道会館

渋谷　優河 シブヤ　ユウガ 空手道無限勇進会

島垣　陸 シマガキ　リク 新国際空手道連盟　芦原会館　静岡県東部支部

嶋田　葵 シマダ　アオイ 実戦格闘空手道場　雅

清水　貫汰 シミズ　カンタ 優至会　塚本道場

新田　小粋 シンタ　コイキ 極真会館浜井派　石川県支部

洲嵜   智保 スザキ   トモヤ 極真会館　中村道場　兵庫西支部名谷道場

鈴木　琉世 スズキ　リュウセイ 日本空手道　至真会館　本部道場

鈴木　龍之介 スズキ　リュウノスケ 龍拳會　総本部

須藤　あかり スドウ　アカリ 吉田塾

須藤　泰冴 ストウ　タイゴ 正伝流空手道中村道場

曽根勝　沙也香 ソネカツ　サヤカ 流心館

代　靖睿 ダイ　セイエイ 桜塾

大黒　宏倫 ダイコク　ヒロミチ 極真拳武會　さいたま浦和支部

高岩　拓 タカイワ　タク 武蹴会館

髙﨑　駿 タカサキ　シュン 心温塾

髙澤　登矢 タカサワ　トウヤ 武道空手　練

高須　春平 タカス　シュンペイ 実戦空手　大場道場

高根澤　陸 タカネザワ　リク 水戸啓明高等学校空手道部

高野　幸恵 タカノ　ユキエ 誠真会館　新座

髙橋　大空 タカハシ　ソラ 桜塾

髙橋　苺愛 タカハシ　マイア 桜塾

高村　子浩 タカムラ　コヒロ 空手道無限勇進会
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田川　駿虎 タガワ　シュント 優至会　塚本道場

滝　悠吾 タキ　ユウゴ 極真拳武會　川崎元住吉支部

瀧口　陽斗 タキグチ　ハルト 吉田塾

瀧口　雅斗 タキグチ　マサト 吉田塾

滝澤　優夏 タキザワ　ユウカ 極真拳武會　蒲田支部

田熊　透 タクマ　トオル 武道空手　練

竹永　美渚 タケナカ　ミオ 桜塾

竹永　龍也 タケナガ　リュウヤ 桜塾

竹脇　光一 タケワキ　コウイチ 新国際空手道連盟　芦原会館　東京本部

田中　　敬大 タナカ　ケイタ 一般社団法人　游藝館　本部

田中　智士 タナカ　サトシ 桜塾

田中　大地 タナカ　ダイチ 大鹿道場　本部

谷口　一哉 タニグチ　カズヤ 義和流拳法

田宮　明 タミヤ　アカリ 総合空手道　神武館

田宮　いこい タミヤ　イコイ 総合空手道　神武館

田村　美菜 タムラ　ミナ 山口県新空手道連盟　拳心館

田村　莉久翔 タムラ　リクト 日本空手道　男塾

田村　凜太朗 タムラ　リンタロウ 日本空手道　男塾

塚本　大剛 ツカモト　ダイキ 優至会　塚本道場

塚本　悠剛 ツカモト　ユウキ 優至会　塚本道場

津嘉山　寛斗 ツカヤマ　ヒロト 正伝流空手道中村道場

辻　浩優 ツジ　ヒロマサ 拳蹴武会　中島道場

堤　響羽 ツツミ　キョウ 水滸會　無限塾　札幌支部

堤　彪羽 ツツミ　ヒョウ 水滸會　無限塾　札幌支部

露木　悠人 ツユキ　ユウト 新国際空手道連盟　芦原会館　静岡県東部支部

鶴ケ崎　和希 ツルガサキ　カズキ 極真拳武會　さいたま浦和支部

鶴ヶ崎　俊雄 ツルガサキ　トシオ 極真拳武會　さいたま浦和支部

鄭　開成 テイ　カイセイ 日本空手道　野地道場

鄭　星来 テイ　セイラ 日本空手道　野地道場

刀禰　篤丈 トネ　アツヒロ 白蓮会館　池田支部

富岡　将之介 トミオカ　ショウノスケ 実戦空手　大場道場

冨山　未来斗 トミヤマ　ミクト 吉田塾

冨山　莉王 トミヤマ　リオ 吉田塾

冨山　莉玖羽 トミヤマ　リクウ 吉田塾

豊﨑　姫衣沙 トヨサキ　メイサ 新格闘術　五十嵐道場

内藤 　行雲 ナイトウ　ユクモ 大鹿道場　本部

永井　樹 ナガイ　イツキ 総合空手道　神武館

長井　琥冴 ナガイ　クウゴ 誠真会館　秋津道場

中澤　拓海 ナカザワ　タクミ 極真拳武會　城南品川支部

長原　友絆 ナガハラ　ユズ 優至会　北海酒井道場

中村　海輝 ナカムラ　カイキ 日本空手道　飛心会

中村　圭吾 ナカムラ　ケイゴ 光山会本部

中村　笑太朗 ナカムラ　ショウタロウ 極真会館宮城県本部

中村　奏凪 ナカムラ　ソナ 極真拳武會　平和島支部

中山　星音 ナカヤマ　セイト 桜塾

中山　星來 ナカヤマ　セイラ 桜塾
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行川　健 ナメカワ　タケシ 極真拳武會　城南品川支部

西岡　愛美 ニシオカ　アミ 昇気館

西島　恭平 ニシジマ　キョウヘイ 日本武道空手道　修武會　本部道場

西田　雄登 ニシダ　ユウト 空手道　光武会館

西田　玲那 ニシダ　レナ 空手道　光武会館

丹山　映汰 ニヤマ　エイタ 極真拳武會　長原　石川台支部　菅野道場

根本　晴空 ネモト　ハルク 日本空手道神居塾

野口　明 ノグチ　アキラ 我流空手道北斗會　本部

野本　瑛 ノモト　アキラ 日本空手道　野地道場

橋本　綾人 ハシモト　アヤト 日本空手道　野地道場

長谷川　凰星 ハセガワ　コウセイ 空手道無限勇進会

秦　愛穂 ハタ　マナホ 日本空手道　飛心会

羽谷　虎哲 ハタニ　コテツ 白蓮会館　堺支部

畑邉　学斗 ハタベ　ガクト 日本空手道　野地道場

濱　航希 ハマ　コウキ 桜塾

濱　太樹 ハマ　タイキ 桜塾

濱　佑輝 ハマ　ユウキ 桜塾

早川　羅偉 ハヤカワ　ライ 桜塾

林　龍之介 ハヤシ　リュウノスケ 空手道無限勇進会

林田　莉穂 ハヤシダ　リホ 護心流空手　長迫道場

早瀬　尚史 ハヤセ　ヒサシ 空手道天翔塾

樋掛　走 ヒガケ　ラン 実戦格闘空手道場　雅

樋口　和真 ヒグチ　カズマ 日本武道空手道　修武會　本部道場

日比野　蓮 ヒビノ　レン 極真会館浜井派　愛知石川道場

平木　桂子 ヒラキ　ケイコ 白蓮会館　池田支部

平田　裕紀 ヒラタ　ユウキ 村椿道場

平林　堅心 ヒラバヤシ　ケンシン 武立会館

平山　晴菜 ヒラヤマ　ハルナ 極真拳武會　長原　石川台支部　菅野道場

深沢　優斗 フカザワ　ユウト 岩崎空手

吹上　優天 フキアゲ  ヤテン 光山会本部

福士　菜乃羽 フクシ　ナノハ 小比類巻道場弘前支部

福田　愛衣羅 フクダ　アイラ 実戦格闘空手道場　雅

福永　匠真 フクナガ　タクマ KWF極真会館

古川　栄仁 フルカワ　ハルヒト 新格闘術　五十嵐道場

古田　悠真 フルタ　ユウマ 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

古矢　聖人 フルヤ　マサト 岩崎空手

紅谷　凱 ベニヤ　ガイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

細野　愁人 ホソノ　シュウト 実戦空手　大場道場

細谷　成 ホソヤ　ジョウ 実戦空手　大場道場

堀本　穂稀 ホリモト　ホマレ 心温塾

堀本　祐惺 ホリモト　ユウセイ 心温塾

本郷　海琉 ホンゴウ　カイリ FKC輝心会

本郷　晴琉 ホンゴウ　ハル FKC輝心会

本郷　琉生 ホンゴウ　ルイ FKC輝心会

本田　薫平 ホンダ　クンペイ 吉田塾

本田　志帆 ホンダ　シホ 吉田塾
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本田　夏 ホンダ　ナツ 吉田塾

増田　太陽 マスダ　タイヨウ 白蓮会館　羽曳野支部

松尾　理央人 マツオ　リオト 正伝流空手道中村道場

松下　武蔵 マツシタ　ムサシ 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

松園　一粋 マツゾノ　イッスイ 佐々木道場

松園　凜 マツゾノ　リン 佐々木道場

松田　理央 マツダ　リオ 極真会館　埼玉県　橋本道場

松田　留禾 マツダ　ルカ 極真会館　埼玉県　橋本道場

松本　健悟 マツモト　ケンゴ 実戦武道空手　武心塾

丸本　依央奈 マルモト　イオナ 桜塾

三ヶ島　小夏 ミカシマ　コナツ 極真空手　礼心會

三ヶ島　なな ミカシマ　なな 極真空手　礼心會

三ヶ島　玲奈 ミカシマ　レナ 空手道無限勇進会

三上　杏奈 ミカミ　アンナ 小比類巻道場弘前支部

三上　忠博 ミカミ　タダヒロ 新格闘術連盟　吉塚道場　芦原支部

三上　友汰 ミカミ　ユウタ 小比類巻道場弘前支部

三上　鯉櫻 ミカミ　リオ 小比類巻道場弘前支部

三木　斡希 ミキ　アツキ 新国際空手道連盟　芦原会館　静岡県東部支部

三木　侑月 ミキ　ユヅキ 新国際空手道連盟　芦原会館　静岡県東部支部

三嶋　葵 ミシマ　アオイ 極真拳武會　目黒江東支部

水本　龍人 ミズモト　リュウト 真総合空手道　圏彗會

溝上　華 ミゾガミ　ハナ 白蓮会館　堺支部

溝田　蒼介 ミゾタ　ソウスケ 実戦空手　大場道場

道越　大地 ミチゴエ　ダイチ 白蓮会館　八尾西支部

皆本　丈 ミナモト　ジョウ 覇道會舘　本部

村田　郁雄 ムラタ　イクオ 空手道　志詠塾

村田　琥珀 ムラタ　コハク 新国際空手道連盟　芦原会館　美祢支部

村谷　謙澄 ムラタニ　ケント 日本空手道　野地道場

茂木　琉空斗 モギ　リクト 武道空手　練

本杉　一騎 モトスギ　イッキ 立志会

本杉　一颯 モトスギ　イッサ 立志会

物江　恭太朗 モノエ　キョウタロウ 新格闘術　五十嵐道場

物江　凛 モノエ　リン 新格闘術　五十嵐道場

森川　太雅 モリカワ　タイガ 武蹴会館

森重　ひより モリシゲ　ヒヨリ 世界闘英館空手道

守田　琥伯 モリタ　コハク 極真会館浜井派　石川県支部

守田　妃吹 モリタ　ヒスイ 極真会館浜井派　石川県支部

森元　寛翔 モリモト　ヒロト 優至会　酒井道場

門馬　凛志 モンマ　リンジ 極真拳武會　さいたま浦和支部

矢口　瑛斗 ヤグチ　エイト 大鹿道場　本部

安井　琉真 ヤスイ　リュウマ 空手道　光武会館

安田　創矢 ヤスダ　ソウヤ 日本空手道　野地道場

山内　竜徳 ヤマウチ　リュウトク 世界闘英館空手道

山口　斗央磨 ヤマグチ　トオマ 拳蹴武会　中島道場

山口　裕摩 ヤマグチ　ユウマ 拳蹴武会　中島道場

山崎　大輔 ヤマザキ  ダイスケ 空手道　己道塾　山崎道場

7/8



山崎　陸 ヤマザキ　リク 岩崎空手

山下　琥太郎 ヤマシタ　コタロウ 吉田塾

山下　颯志郎 ヤマシタ　ソウシロウ 吉田塾

大和　滉佑 ヤマト　コウスケ 優至会　塚本道場

大和　優真 ヤマト　ユウマ 優至会　塚本道場

山野邉　嵐 ヤマノベ　アラシ 極真会館浜井派　埼玉支部

山村　玲朱 ヤマムラ　レア 実践空手道　破道会館　本部

山本　一心 ヤマモト　イッシン 新国際空手道連盟　芦原会館　静岡県東部支部

山本　心温 ヤマモト　シオン 新国際空手道連盟　芦原会館　静岡県東部支部

横田　拳信 ヨコタ　ケンシン 闘心會

横田　元靖 ヨコタ　モトヤス 新国際空手道連盟　芦原会館　東京本部

吉岡　つぐみ ヨシオカ　ツグミ 武立会館

吉岡　夕馬 ヨシオカ　ユウマ 武立会館

吉田　優輝 ヨシダ　ユウキ 吉田塾

吉田　利々菜 ヨシダ　リリナ 桜塾

吉武　大空 ヨシタケ　ソラ 立志会

吉野　汐音 ヨシノ　シオン 新国際空手道連盟　芦原会館　静岡県東部支部

渡邉　藍 ワタナベ　アイ 桜塾

渡邉　大貴 ワタナベ　ダイキ 水戸啓明高等学校空手道部
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