
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（新極真会選手）※2019年5月31日　17：00現在

①所属別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） 所属支部道場

アブーハンタシュ　太宇輔郁 アブーハンタシュ　タウフィーク 愛知山本道場

石黒　幹大 イシグロ　カンタ 愛知山本道場

石田　晃志朗 イシダ　コウシロウ 愛知山本道場

石原　陸 イシハラ　リク 愛知山本道場

伊勢　倖之介 イセ　コウノスケ 愛知山本道場

伊勢　良啓 イセ　ヨシヒロ 愛知山本道場

伊勢　龍之介 イセ　リュウノスケ 愛知山本道場

伊藤　聖真 イトウ　ショウマ 愛知山本道場

伊藤　ゆい イトウ　ユイ 愛知山本道場

梅原　蒼平 ウメハラ　ソウヘイ 愛知山本道場

江崎　善太 エサキ　ゼンタ 愛知山本道場

大谷　匡司 オオタニ　マサシ 愛知山本道場

岡田　全史 オカダ　タケシ 愛知山本道場

小澤　大祐 オザワ　ダイスケ 愛知山本道場

勝谷　梨生 カツヤ　リク 愛知山本道場

加藤　匠悟 カトウ　ショウゴ 愛知山本道場

神谷　脩介 カミヤ　シュウスケ 愛知山本道場

川島　豊 カワシマ　ユタカ 愛知山本道場

岸良　景一朗 キシラ　ケイイチロウ 愛知山本道場

小林　侑真 コバヤシ　ユウマ 愛知山本道場

齋藤　陽太 サイトウ　ヒナタ 愛知山本道場

志水　和朗 シミズ　カズオ 愛知山本道場

白井　敦温 シライ　アツハル 愛知山本道場

菅谷　俐駆 スガヤ　リク 愛知山本道場

鈴木　愛心 スズキ　アイミ 愛知山本道場

鈴木　颯 スズキ　カケル 愛知山本道場

鈴木　仁菜 スズキ　ニイナ 愛知山本道場

鈴木　梨華 スズキ　リンカ 愛知山本道場

武山　詩音 タケヤマ　シオン 愛知山本道場

田所　瑞姫 タドコロ　ミズキ 愛知山本道場

田中　琉樹 タナカ　リュウキ 愛知山本道場

土岐　剛 トキ　ツヨシ 愛知山本道場

永井　海音 ナガイ　カノン 愛知山本道場

中川　透亜 ナカガワ　トウア 愛知山本道場

中浜　建次 ナカハマ　ケンジ 愛知山本道場

長嶺　愛花 ナガミネ　マナカ 愛知山本道場

長嶺　琉青 ナガミネ　リュウセイ 愛知山本道場

長谷川　央侍 ハセガワ　エイジ 愛知山本道場

長谷川　卓海 ハセガワ　タクミ 愛知山本道場

畠中　春真 ハタナカ　ハルマ 愛知山本道場

畠中　もみじ ハタナカ　モミジ 愛知山本道場

浜田　航希 ハマダ　コウキ 愛知山本道場
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平井　寿員 ヒライ　ヒサカズ 愛知山本道場

福井　真弓 フクイ　マユミ 愛知山本道場

福田　和彦 フクダ　カズヒコ 愛知山本道場

本部　紘希 ホンベ　コウキ 愛知山本道場

松井　勇磨 マツイ　ユウマ 愛知山本道場

宮腰　彪雅 ミヤコシ　ヒュウガ 愛知山本道場

宮腰　ゆりあ ミヤコシ　ユリア 愛知山本道場

村松　瑠央 ムラマツ　リオ 愛知山本道場

山本　悠斗 ヤマモト　ユウト 愛知山本道場

六角　友 ロッカク　トモ 愛知山本道場

六角　龍 ロッカク　リュウ 愛知山本道場

伊東　信二 イトウ　シンジ 愛媛支部

木村　海斗 キムラ　カイト 愛媛支部

冨田　空琉 トミタ　クリュウ 愛媛支部

桝鏡　元 マスカガミ　ゲン 愛媛支部

三上　汰明 ミカミ　タアキ 愛媛支部

山下　蒼生 ヤマシタ　アオイ 愛媛支部

青山　寛汰 アオヤマ　カンタ 茨城県央支部

青山　春輝 アオヤマ　ハルキ 茨城県央支部

安藤　伶真 アンドウ　リョウマ 茨城県央支部

勝山　龍弥 カツヤマ　リュウヤ 茨城県央支部

川上　輝海 カワカミ　コウ 茨城県央支部

川上　蓮 カワカミ　レン 茨城県央支部

作間　祐莉那 サクマ　ユリナ 茨城県央支部

神保　智 ジンボ　マサト 茨城県央支部

鈴木　七彩 スズキ　ナナセ 茨城県央支部

鈴木　ねねあ スズキ　ネネア 茨城県央支部

鈴木　秀樹 スズキ　ヒデキ 茨城県央支部

鈴木　悠生 スズキ　ユウマ 茨城県央支部

飛田　実優 トビタ　ミユウ 茨城県央支部

根本　昌紀 ネモト　マサノリ 茨城県央支部

堀川　大輝 ホリカワ　ダイキ 茨城県央支部

町田　音羽 マチダ　トワ 茨城県央支部

黛　伊吹 マユズミ　イブキ 茨城県央支部

黛　千歳 マユズミ　チトセ 茨城県央支部

宮野　樹 ミヤノ　イツキ 茨城県央支部

録田　拓樹 ロクタ　ヒロキ 茨城県央支部

渡辺　一心 ワタナベ　イッシン 茨城県央支部

朝　光夫 アサ　ミツオ 奄美支部

栄　龍斗 サカエ　リュウト 奄美支部

芝山　かずや シバヤマ　カズヤ 奄美支部

富樫　和博 トガシ　カズヒロ 奄美支部

仁科　いおり ニシナ　イオリ 奄美支部

仁科　さら ニシナ　サラ 奄美支部

仁科　つむぎ ニシナ　ツムギ 奄美支部

堀之内　陽逞 ホリノウチ　ヨウタ 奄美支部

槇野　秀子 マキノ　ヒデコ 奄美支部

近江　俊介 オウミ　シュンスケ 岡山市北道場

井上　樹 イノウエ　イツキ 岡山東支部

岩田　翼 イワタ　ツバサ 岡山東支部

児玉　彩奈 コダマ　アヤナ 岡山東支部
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阪本　太郎 サカモト　タロウ 岡山東支部

阪本　匠騎 サカモト　ナルキ 岡山東支部

阪本　晴勝 サカモト　ハルマ 岡山東支部

田中　利奈 タナカ　リナ 岡山東支部

二木　和奏 フタツギ　ワカナ 岡山東支部

安井　康喜 ヤスイ　コウキ 岡山東支部

山本　菜々子 ヤマモト　ナナコ 岡山東支部

山本　陸 ヤマモト　リク 岡山東支部

柚木　一乃 ユノキ　イチノ 岡山東支部

柚木　駿之介 ユノキ　シュンノスケ 岡山東支部

横内　璃子 ヨコウチ　リコ 岡山東支部

阿賀嶺　佑奈 アカミネ　ユウナ 沖縄支部

高　与晴 ガオ　ユハル 沖縄支部

鎌田　真聡 カマタ　マサト 沖縄支部

金城　笑理 キンジョウ　エミリ 沖縄支部

金城　琉一 キンジョウ　リュウイチ 沖縄支部

黄　研一 コウ　ケンイチ 沖縄支部

黄　議宏 コウ　ノリヒロ 沖縄支部

波多野　景人 ハタノ　ケイト 沖縄支部

松崎　優大 マツザキ　ユウタ 沖縄支部

宮城　柚希 ミヤギ　ユズキ 沖縄支部

山盛　珠李 ヤマモリ　シュリ 沖縄支部

吉田　にこ ヨシダ　ニコ 沖縄支部

川内　晴雄 カワウチ　ハルオ 岐阜道場

竹本　樹 タケモト　イツキ 岐阜道場

徳光　真奈美 トクミツ　マナミ 岐阜道場

徳光　美沙紀 トクミツ　ミサキ 岐阜道場

若原　奨馬 ワカハラ　ショウマ 岐阜道場

赤須　文治 アカス　フミハル 吉祥寺杉原道場

奥田　雅也 オクダ　マサヤ 吉祥寺杉原道場

坂口　蒼馬 サカグチ　ソウマ 吉祥寺杉原道場

田中　沙弥 タナカ　サヤ 吉祥寺杉原道場

田中　秀篤 タナカ　ヒデアツ 吉祥寺杉原道場

井上　統天 イノウエ　トウマ 宮崎中央道場

榎田　一王 エノキダ　イオウ 宮崎中央道場

榎田　天一 エノキダ　テンイチ 宮崎中央道場

金丸　志樹 カネマル　シキ 宮崎中央道場

興梠　悠斗 コウロキ　ハルト 宮崎中央道場

後藤　藍基 ゴトウ　アイキ 宮崎中央道場

後藤　馨基 ゴトウ　ヨシキ 宮崎中央道場

三宮　覚心 サンノミヤ　カクシン 宮崎中央道場

三宮　貴心彦 サンノミヤ　キミヒコ 宮崎中央道場

富山　晴通 トミヤマ　ハルミチ 宮崎中央道場

新名　美桜 ニイナ　ミオ 宮崎中央道場

新名　陸人 ニイナ　リクト 宮崎中央道場

野邑　堅心 ノムラ　ケンシン 宮崎中央道場

船ヶ山　璃郁 フナガヤマ　リク 宮崎中央道場

三木　遥陽 ミキ　ハルヒ 宮崎中央道場

宮本　弘大 ミヤモト　コウタ 宮崎中央道場

宮本　大輝 ミヤモト　タイキ 宮崎中央道場

宮本　優奈 ミヤモト　ユナ 宮崎中央道場
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山下　泰生 ヤマシタ　タイセイ 宮崎中央道場

阿部　優愛 アベ　ユイ 宮城支部

岩﨑　千治 イワサキ　チハル 宮城支部

岩﨑　悠人 イワサキ　ユウト 宮城支部

奥村　心温 オクムラ　ココア 宮城支部

奥村　友翔 オクムラ　ユウト 宮城支部

田村　俊宣 タムラ　トシノブ 宮城支部

浦畑　陽人 ウラハタ　ハルト 京都南支部

村山　遥希 ムラヤマ　ハルキ 京都南支部

山地　悠斗 ヤマチ　ユウト 京都南支部

岩本　大海 イワモト　タイカイ 熊本中央支部

岩本　真琳 イワモト　マリン 熊本中央支部

山崎　一平 ヤマサキ　イッペイ 熊本中央支部

阿部　勇人 アベ　ユウト 群馬支部

石井　健大 イシイ　ケンタ 群馬支部

石井　翔大 イシイ　ショウタ 群馬支部

石井　雄大 イシイ　ユウタ 群馬支部

今泉　陽翔 イマイズミ　ハルト 群馬支部

植松　音羽 ウエマツ　オトハ 群馬支部

植松　崇 ウエマツ　タカシ 群馬支部

植松　美結 ウエマツ　ミユ 群馬支部

植松　和香 ウエマツ　ワカ 群馬支部

岡﨑　聡大 オカザキ　ソウタ 群馬支部

片桐　雅之 カタギリ　マサユキ 群馬支部

金田　芽依 カネタ　メイ 群馬支部

佐藤　光起 サトウ　ミツキ 群馬支部

嶋方　琥珀 シマカタ　コハク 群馬支部

嶋方　理人 シマカタ　リヒト 群馬支部

下城　治士 シモジョウ　ハルト 群馬支部

砂川　慎 スナガワ　シン 群馬支部

髙橋　耕介 タカハシ　コウスケ 群馬支部

髙橋　哲平 タカハシ　テッペイ 群馬支部

谷口　太洋 タニグチ　タイヨウ 群馬支部

並木　雄一 ナミキ　ユウイチ 群馬支部

萩原　奈未 ハギワラ　ナミ 群馬支部

柳澤　佑哉 ヤナギサワ　ユウヤ 群馬支部

渡邉　響弓 ワタナベ　ヒビキ 群馬支部

渡邉　友貴 ワタナベ　ユウキ 群馬支部

足立　海音 アダチ　カイト 厚木・赤羽支部

石田　颯天 イシダ　ハヤテ 厚木・赤羽支部

石原　悠登 イシハラ　ユウト 厚木・赤羽支部

岩本　昇幸 イワモト　ノブユキ 厚木・赤羽支部

内田　英寿 ウチダ　エイジュ 厚木・赤羽支部

内田　眞寛 ウチダ　マヒロ 厚木・赤羽支部

越前谷　結依 エチゼンヤ　ユイ 厚木・赤羽支部

小倉　康太郎 オグラ　コウタロウ 厚木・赤羽支部

片桐　桜一朗 カタギリ　オウイチロウ 厚木・赤羽支部

金森　一郎 カナモリ　イチロウ 厚木・赤羽支部

川田　心美 カワタ　ココミ 厚木・赤羽支部

川田　幸 カワタ　サチ 厚木・赤羽支部

川田　悠翔 カワタ　ユウト 厚木・赤羽支部
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児玉　琉莉 コダマ　ルリ 厚木・赤羽支部

後藤　優光 ゴトウ　マサミツ 厚木・赤羽支部

小原　一輝 コハラ　イツキ 厚木・赤羽支部

小原　将輝 コハラ　ショウキ 厚木・赤羽支部

小原　大輝 コハラ　タイキ 厚木・赤羽支部

財津　将章 ザイツ　マサアキ 厚木・赤羽支部

佐藤　貴志 サトウ　タカシ 厚木・赤羽支部

志賀　嘉昭 シガ　ヨシアキ 厚木・赤羽支部

鈴木　成実 スズキ　ナルミ 厚木・赤羽支部

鈴木　未紘 スズキ　ミヒロ 厚木・赤羽支部

髙瀬　もも タカセ　モモ 厚木・赤羽支部

田辺　真凛 タナベ　マリン 厚木・赤羽支部

永井　佑育 ナガイ　ユウスケ 厚木・赤羽支部

中村　彩花 ナカムラ　アヤカ 厚木・赤羽支部

中村　浩樹 ナカムラ　ヒロキ 厚木・赤羽支部

西久保　俊士 ニシクボ　シュンシ 厚木・赤羽支部

箱崎　渉真 ハコザキ　ショウマ 厚木・赤羽支部

羽鳥　咲紀 ハトリ　サキ 厚木・赤羽支部

原田　梨津 ハラダ　リツ 厚木・赤羽支部

平井　健一 ヒライ　ケンイチ 厚木・赤羽支部

平山　蒼 ヒラヤマ　ソウ 厚木・赤羽支部

福井　雅章 フクイ　マサアキ 厚木・赤羽支部

藤原　麻衣 フジワラ　マイ 厚木・赤羽支部

前田　逞翔 マエダ　タクト 厚木・赤羽支部

前野　華凛 マエノ　カリン 厚木・赤羽支部

前野　光我 マエノ　コウガ 厚木・赤羽支部

前野　姫輝 マエノ　ヒメキ 厚木・赤羽支部

前原　進 マエハラ　ススム 厚木・赤羽支部

森井　吾郎 モリイ　ゴロウ 厚木・赤羽支部

諸星　侑希 モロホシ　ユウキ 厚木・赤羽支部

矢部　美嘉 ヤベ　ミカ 厚木・赤羽支部

山田　大雅 ヤマダ　タイガ 厚木・赤羽支部

山田　裕正 ヤマダ　ヒロマサ 厚木・赤羽支部

横田　芽依 ヨコタ　メイ 厚木・赤羽支部

横田　瑠依 ヨコタ　ルイ 厚木・赤羽支部

石田　遥希 イシダ　ハルキ 広島支部

井上　元秀 イノウエ　モトヒデ 広島支部

金乙　道輝 カナオト　ミチキ 広島支部

木本　海翔 キモト　カイト 広島支部

木本　菜々美 キモト　ナナミ 広島支部

高野　慎士 コウノ　シンジ 広島支部

鈴木　来飛 スズキ　ライト 広島支部

友井　遼 トモイ　ハル 広島支部

中居　秋斗 ナカイ　アキト 広島支部

中居　勇斗 ナカイ　ユウト 広島支部

中居　陽司 ナカイ　ヨウジ 広島支部

浜野　葵 ハマノ　ソウ 広島支部

浜野　宙 ハマノ　ソラ 広島支部

古庄　正樹 フルショウ　マサキ 広島支部

古本　翔基 フルモト　ショウキ 広島支部

山口　孝太朗 ヤマグチ　コウタロウ 広島支部
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山口　奨泰 ヤマグチ　ショウタ 広島支部

猪谷　思穏 イダニ　シオン 香川中央支部

猪谷　龍飛 イダニ　リュウヒ 香川中央支部

尾池　煌記 オイケ　コウキ 香川中央支部

香川　大智 カガワ　タイチ 香川中央支部

佐藤　翔騎 サトウ　ショウキ 香川中央支部

角野　龍仁 スミノ　タツヨシ 香川中央支部

角野　仁咲 スミノ　ミサキ 香川中央支部

西丸　信太郎 ニシマル　シンタロウ 香川中央支部

西丸　太一 ニシマル　タイチ 香川中央支部

西丸　隆太 ニシマル　リュウタ 香川中央支部

野添　俊哉 ノゾエ　シュンヤ 香川中央支部

野添　理子 ノゾエ　リコ 香川中央支部

羽原　繁 ハバラ　シゲル 香川中央支部

原内　心 ハラウチ　シン 香川中央支部

原内　仁 ハラウチ　ジン 香川中央支部

三嶌　こころ ミシマ　ココロ 香川中央支部

三嶌　さらら ミシマ　サララ 香川中央支部

三嶌　利江 ミシマ　リエ 香川中央支部

三嶌　るるな ミシマ　ルルナ 香川中央支部

山下　咲桜 ヤマシタ　サクラ 香川中央支部

山下　隼汰 ヤマシタ　シュンタ 香川中央支部

山下　龍之介 ヤマシタ　リュウノスケ 香川中央支部

伊勢田　武典 イセダ　イサノリ 高知支部

岡山　愛佳 オカヤマ　アイカ 高知支部

岡山　小桜 オカヤマ　コハル 高知支部

小川　莉愛 オガワ　リア 高知支部

川村　尚玄 カワムラ　ショウゲン 高知支部

川村　環 カワムラ　タマキ 高知支部

楠目　海弥 クスメ　ウミヒロ 高知支部

楠目　爽介 クスメ　ソウスケ 高知支部

楠目　桃大 クスメ　モモタ 高知支部

武田　芯 タケダ　シン 高知支部

辻岡　季也 ツジオカ　トキナリ 高知支部

溝渕　隼平 ミゾブチ　ジュンペイ 高知支部

溝渕　花奈 ミゾブチ　ハナ 高知支部

森　翔哉 モリ　ショウヤ 高知支部

森　涼葉 モリ　スズハ 高知支部

山岡　夢侑 ヤマオカ　ユユ 高知支部

山中　咲和 ヤマナカ　サワ 高知支部

山中　湧太 ヤマナカ　ユウタ 高知支部

横原　茉日琉 ヨコハラ　マヒル 高知支部

甲木　輝彦 カツキ　テルヒコ 佐賀筑後支部

小林　優太 コバヤシ　ユウタ 佐賀筑後支部

杉本　雅浩 スギモト　マサヒロ 佐賀筑後支部

竹添　智悠 タケゾエ　トモヒサ 佐賀筑後支部

橘田　汰珠 タチバナダ　タイジュ 佐賀筑後支部

中島　茂喜 ナカシマ　シゲキ 佐賀筑後支部

橋詰　夏歩 ハシヅメ　カホ 佐賀筑後支部

橋詰　紳之介 ハシヅメ　シンノスケ 佐賀筑後支部

松尾　凛空 マツオ　リク 佐賀筑後支部
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米田　壮志 ヨネダ　ソウシ 佐賀筑後支部

米田　弥凪 ヨネダ　ミナギ 佐賀筑後支部

浅見　惺捺 アサミ　セイナ 埼玉山本道場

有賀　宗治 アルガ　ムネハル 埼玉山本道場

稲葉　太一 イナバ　タイチ 埼玉山本道場

上原　将心 ウエハラ　マサムネ 埼玉山本道場

門平　浩平 カドヒラ　コウヘイ 埼玉山本道場

島津　諒大 シマヅ　リョウタ 埼玉山本道場

塙　一輝 ハナワ　カズキ 埼玉山本道場

塙　悠希 ハナワ　ユウキ 埼玉山本道場

細谷　誉 ホソヤ　ホマレ 埼玉山本道場

細谷　希花 ホソヤ　マレカ 埼玉山本道場

松井　蒼空 マツイ　ソラ 埼玉山本道場

松澤　きく乃 マツザワ　キクノ 埼玉山本道場

山本　詩衣 ヤマモト　シイ 埼玉山本道場

渡辺　朱音 ワタナベ　アヤト 埼玉山本道場

渡辺　迅音 ワタナベ　ハヤト 埼玉山本道場

井澤　海十 イザワ　カイト 埼玉中央道場

大槻　利信 オオツキ　トシノブ 埼玉中央道場

奥村　颯磨 オクムラ　ハユマ 埼玉中央道場

長田　彪吾 オサダ　ヒョウゴ 埼玉中央道場

長田　悠里 オサダ　ユリ 埼玉中央道場

工藤　颯大 クドウ　ソウダイ 埼玉中央道場

小見　和寅 コミ　カズトラ 埼玉中央道場

七野　歩真 シチノ　アユマ 埼玉中央道場

島﨑　剛一 シマザキ　コウイチ 埼玉中央道場

相馬　竜玖 ソウマ　タツヒサ 埼玉中央道場

奈良﨑　太 ナラザキ　タイ 埼玉中央道場

奈良﨑　央 ナラザキ　ヨウ 埼玉中央道場

箱﨑　悠真 ハコザキ　ユウマ 埼玉中央道場

林　航平 ハヤシ　コウヘイ 埼玉中央道場

福原　大貴 フクハラ　タイキ 埼玉中央道場

藤川　匠 フジカワ　タクミ 埼玉中央道場

松本　和大 マツモト　カズヒロ 埼玉中央道場

松本　宗幸 マツモト　ムネユキ 埼玉中央道場

美濃島　楽 ミノシマ　ガク 埼玉中央道場

武藤　廣祐 ムトウ　コウスケ 埼玉中央道場

安村　昌真 ヤスムラ　ショウマ 埼玉中央道場

安村　禎明 ヤスムラ　ヨシアキ 埼玉中央道場

栁田　崇吾 ヤナギダ　シュウゴ 埼玉中央道場

栁田　誠悟 ヤナギダ　セイゴ 埼玉中央道場

大野田　琉希 オオノダ　リュウキ 埼玉武蔵支部

大矢　航平 オオヤ　コウヘイ 埼玉武蔵支部

金井　孝次 カナイ　コウジ 埼玉武蔵支部

唐岡　克夫 カラオカ　カツオ 埼玉武蔵支部

冠　昇権 カンムリ　ショウケン 埼玉武蔵支部

木村　謙介 キムラ　ケンスケ 埼玉武蔵支部

小林　侑葵 コバヤシ　ユウキ 埼玉武蔵支部

福住　雄二 フクズミ　ユウジ 埼玉武蔵支部

藤永　貴陽 フジナガ　アツヒ 埼玉武蔵支部

堀口　来希 ホリグチ　ライキ 埼玉武蔵支部
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青田　芽依 アオタ　メイ 三重中央支部

青田　怜 アオタ　レン 三重中央支部

岸江　璃人 キシエ　リヒト 三重中央支部

坂口　大和 サカグチ　ヤマト 三重中央支部

津﨑　海維 ツザキ　カイ 三重中央支部

野田　龍輝 ノダ　タツキ 三重中央支部

服部　匠真 ハットリ　タクマ 三重中央支部

松島　大和 マツシマ　ヤマト 三重中央支部

吉井　丈晴 ヨシイ　タケハル 三重中央支部

脇野　昭典 ワキノ　アキノリ 三重中央支部

大田　圭都 オオタ　ケイト 山口中央支部

沖　羽奈乃 オキ　ハナノ 山口中央支部

久保田　舟哉 クボタ　シュウヤ 山口中央支部

松原　星愛 マツバラ　ソラ 山口中央支部

松原　花愛 マツバラ　ハナ 山口中央支部

合澤　桜虎 アイザワ　ハルト 滋賀中央支部

居嶋　京吾 イジマ　ケイゴ 滋賀中央支部

居嶋　将吾 イジマ　ショウゴ 滋賀中央支部

居嶋　大吾 イジマ　ダイゴ 滋賀中央支部

清原　蓮都 キヨハラ　レント 滋賀中央支部

佐々木　葵 ササキ　アオイ 滋賀中央支部

佐々木　駿 ササキ　シュン 滋賀中央支部

正垣　遼真 ショウガキ　リョウマ 滋賀中央支部

田中 寛人 タナカ　ヒロト 滋賀中央支部

千足　碧斗 チアシ　アオト 滋賀中央支部

千足　奏斗 チアシ　カナト 滋賀中央支部

堂坂　将史 ドウサカ　マサフミ 滋賀中央支部

原川　仁貴 ハラカワ　ヨシキ 滋賀中央支部

山崎　力登 ヤマザキ　リキト 滋賀中央支部

篠崎　大和 シノザキ　ヤマト 鹿児島支部

飛永　大維 トビナガ　ハルタダ 鹿児島支部

松永　敬陽 マツナガ　ケイタ 鹿児島支部

松永　琉生 マツナガ　ルイ 鹿児島支部

八ヶ代　虎次郎 ヤカシロ　トラジロウ 鹿児島支部

八ヶ代　了栄 ヤカシロ　リョウエイ 鹿児島支部

山口　空流 ヤマグチ　クウル 鹿児島支部

竹島　雅之 タケシマ　マサユキ 鹿児島中央森道場

佐藤　逢夢 サトウ　アム 秋田支部

坂田　惇浩 サカタ　アツヒロ 湘南支部

坂田　丈陽 サカタ　トモハル 湘南支部

鈴木　涼 スズキ　リョウ 湘南支部

豊田　蒼馬 トヨダ　アオバ 湘南支部

茂串　快晴 モグシ　カイセイ 湘南支部

嵐山　聖楠 アラシヤマ　セイナン 新潟支部

嵐山　穂隆 アラシヤマ　ホタカ 新潟支部

稲森　久広 イナモリ　ヒサヒロ 新潟支部

稲森　優斗 イナモリ　マサト 新潟支部

遠藤　久 エンドウ　ヒサシ 新潟支部

加藤　修一 カトウ　シュウイチ 新潟支部

古賀　健慎 コガ　ケンシン 新潟支部

田中　陸 タナカ　リク 新潟支部
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内藤　怜央 ナイトウ　レオ 新潟支部

長谷川　絆 ハセガワ　キズナ 新潟支部

林　一樹 ハヤシ　カズキ 新潟支部

樋口　暖希 ヒグチ　ハルキ 新潟支部

真島　功之介 マシマ　コウノスケ 新潟支部

山田　裕己 ヤマダ　ユウキ 新潟支部

渡邊　剛 ワタナベ　ツヨシ 新潟支部

渡辺　悠広 ワタナベ　ヒサヒロ 新潟支部

阿部　周華 アベ　シュウカ 神奈川東横浜支部

新井　秀明 アライ　ヒデアキ 神奈川東横浜支部

有延　流星 アリノブ　リュウセイ 神奈川東横浜支部

池田　乃亜 イケダ　ノア 神奈川東横浜支部

石坂　幸香 イシザカ　サチカ 神奈川東横浜支部

石坂　優香 イシザカ　ユウカ 神奈川東横浜支部

石崎　高志 イシザキ　タカシ 神奈川東横浜支部

磯部　和虎 イソベ　カズトラ 神奈川東横浜支部

一瀬　実咲 イチノセ　ミサキ 神奈川東横浜支部

伊部　史隆 イベ　フミタカ 神奈川東横浜支部

今子　毅 イマコ　タケシ 神奈川東横浜支部

内田　龍星 ウチダ　リュウセイ 神奈川東横浜支部

梅澤　京世 ウメザワ　キョウセイ 神奈川東横浜支部

梅澤　紅羽 ウメザワ　クレハ 神奈川東横浜支部

浦野　蓮生 ウラノ　レント 神奈川東横浜支部

及川　公之 オイカワ　キミユキ 神奈川東横浜支部

オウス　ガブリエル オウス　ガブリエル 神奈川東横浜支部

大石　誠 オオイシ　マコト 神奈川東横浜支部

大屋敷　颯太 オオヤシキ　ソウタ 神奈川東横浜支部

尾方　翔 オガタ　カケル 神奈川東横浜支部

岡田　湘太 オカダ　ショウタ 神奈川東横浜支部

尾形　昌美 オガタ　マサミ 神奈川東横浜支部

小川　実夢 オガワ　ミユ 神奈川東横浜支部

小川　凌空 オガワ　リク 神奈川東横浜支部

奥田　凌央 オクダ　リョウ 神奈川東横浜支部

加古　謙司 カコ　ケンジ 神奈川東横浜支部

加古　美都希 カコ　ミヅキ 神奈川東横浜支部

加藤　隆 カトウ　タカシ 神奈川東横浜支部

金子　和純 カネコ　アスミ 神奈川東横浜支部

上村　はるか カミムラ　ハルカ 神奈川東横浜支部

上村　ひより カミムラ　ヒヨリ 神奈川東横浜支部

亀倉　虎太郎 カメクラ　コタロウ 神奈川東横浜支部

川井　克紀 カワイ　カツノリ 神奈川東横浜支部

川井　謙吾 カワイ　ケンゴ 神奈川東横浜支部

川井　豪己 カワイ　ゴウキ 神奈川東横浜支部

川名　一丸 カワナ　イチマル 神奈川東横浜支部

橘田　仁 キッタ　ジン 神奈川東横浜支部

紀國　仁 キノクニ　ヒトシ 神奈川東横浜支部

草柳　多聞 クサヤナギ　タモン 神奈川東横浜支部

栗原　健太 クリハラ　ケンタ 神奈川東横浜支部

栗原　駿太 クリハラ　シュンタ 神奈川東横浜支部

栗原　貴大 クリハラ　タカヒロ 神奈川東横浜支部

小林　翔 コバヤシ　カケル 神奈川東横浜支部
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小林　和博 コバヤシ　カズヒロ 神奈川東横浜支部

小林　希海生 コバヤシ　キミキ 神奈川東横浜支部

小林　正樹 コバヤシ　マサキ 神奈川東横浜支部

小林　湊 コバヤシ　ミナト 神奈川東横浜支部

小林　侑生 コバヤシ　ユウセイ 神奈川東横浜支部

小林　優聖 コバヤシ　ユウセイ 神奈川東横浜支部

小山　桜華 コヤマ　サクラ 神奈川東横浜支部

小山　大輝 コヤマ　ダイキ 神奈川東横浜支部

小山　雄大 コヤマ　ユウダイ 神奈川東横浜支部

齋木　晴翔 サイキ　ハルト 神奈川東横浜支部

齊藤　純 サイトウ　アヤ 神奈川東横浜支部

齊藤　孟 サイトウ　ハジメ 神奈川東横浜支部

三枝　明弘 サエグサ　アキヒロ 神奈川東横浜支部

佐々木　正人 ササキ　マサト 神奈川東横浜支部

笹山　凌空 ササヤマ　リク 神奈川東横浜支部

佐藤　颯人 サトウ　ソウト 神奈川東横浜支部

渋谷　尚史 シブヤ　ナオフミ 神奈川東横浜支部

杉本　博勝 スギモト　ヒロカツ 神奈川東横浜支部

鈴木　彩香 スズキ　アヤカ 神奈川東横浜支部

鈴木　英明 スズキ　ヒデアキ 神奈川東横浜支部

鈴木　雄誠 スズキ　ユウセイ 神奈川東横浜支部

田代　典子 タシロ　ノリコ 神奈川東横浜支部

建石　姫来 タテイシ　キララ 神奈川東横浜支部

田所　恒 タドコロ　ヒサシ 神奈川東横浜支部

田中　慶多 タナカ　ケイタ 神奈川東横浜支部

田中　漣 タナカ　レン 神奈川東横浜支部

田村　歩花 タムラ　ホノカ 神奈川東横浜支部

千田　真之介 チダ　シンノスケ 神奈川東横浜支部

土屋　結莉 ツチヤ　ユウリ 神奈川東横浜支部

土屋　柚稀 ツチヤ　ユズキ 神奈川東横浜支部

手島　一翔 テシマ　カズト 神奈川東横浜支部

手島　海咲 テシマ　ミサキ 神奈川東横浜支部

寺尾　卓也 テラオ　タクヤ 神奈川東横浜支部

冨樫　紘史郎 トガシ　コウシロウ 神奈川東横浜支部

富田　大洋 トミタ　タイヨウ 神奈川東横浜支部

冨村　凱也 トミムラ　カイヤ 神奈川東横浜支部

冨村　日花 トミムラ　ニチカ 神奈川東横浜支部

中尾　光希 ナカオ　ミツキ 神奈川東横浜支部

中川　大輝 ナカガワ　タイキ 神奈川東横浜支部

中島　明 ナカジマ　アキラ 神奈川東横浜支部

中田　智稀 ナカタ　トシキ 神奈川東横浜支部

中根　隆志 ナカネ　タカシ 神奈川東横浜支部

西原　瑞姫 ニシハラ　ミズキ 神奈川東横浜支部

根岸　大樹 ネギシ　タイキ 神奈川東横浜支部

根岸　優樹 ネギシ　ユウキ 神奈川東横浜支部

野口　大 ノグチ　ダイ 神奈川東横浜支部

橋本　沙季 ハシモト　サキ 神奈川東横浜支部

橋本　那月 ハシモト　ナツキ 神奈川東横浜支部

長谷川　遙 ハセガワ　ハルカ 神奈川東横浜支部

濵口　隆弘 ハマグチ　タカヒロ 神奈川東横浜支部

濱中　正光 ハマナカ　マサミツ 神奈川東横浜支部
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原　真優 ハラ　マユ 神奈川東横浜支部

平本　英明 ヒラモト　ヒデアキ 神奈川東横浜支部

藤井　秀哉 フジイ　シュウヤ 神奈川東横浜支部

藤井　満美子 フジイ　マミコ 神奈川東横浜支部

藤井　伶弥 フジイ　レイヤ 神奈川東横浜支部

藤永　絆生 フジナガ　キズキ 神奈川東横浜支部

藤永　宣良 フジナガ　ノブヨシ 神奈川東横浜支部

藤永　夢月 フジナガ　ユヅキ 神奈川東横浜支部

藤本　陽一 フジモト　ヨウイチ 神奈川東横浜支部

舩場　英斗 フナバ　エイト 神奈川東横浜支部

舩場　恒希 フナバ　コウキ 神奈川東横浜支部

舩場　陽輝 フナバ　ハルキ 神奈川東横浜支部

松井　康太 マツイ　コウタ 神奈川東横浜支部

松野　勝義 マツノ　カツヨシ 神奈川東横浜支部

松本　佳歩 マツモト　カホ 神奈川東横浜支部

松本　寛司 マツモト　カンジ 神奈川東横浜支部

松本　茉尋 マツモト　マヒロ 神奈川東横浜支部

三橋　龍貴 ミツハシ　リュウキ 神奈川東横浜支部

村木　安希子 ムラキ　アキコ 神奈川東横浜支部

森　日菜子 モリ　ヒナコ 神奈川東横浜支部

森本　直樹 モリモト　ナオキ 神奈川東横浜支部

森本　瑠夏 モリモト　ルカ 神奈川東横浜支部

山﨑　文椰 ヤマサキ　フミヤ 神奈川東横浜支部

山田　惺己 ヤマダ　セナ 神奈川東横浜支部

山本　美雪 ヤマモト　ミユキ 神奈川東横浜支部

横山　正美 ヨコヤマ　マサミ 神奈川東横浜支部

横山　由紀子 ヨコヤマ　ユキコ 神奈川東横浜支部

吉川　幸輝 ヨシカワ　コウキ 神奈川東横浜支部

吉田　秀博 ヨシダ　ヒデヒロ 神奈川東横浜支部

渡辺　愛梨 ワタナベ　アイリ 神奈川東横浜支部

浅見　江莉加 アサミ　エリカ 世田谷杉並支部

池田　快多朗 イケダ　カイタロウ 世田谷杉並支部

伊藤　煌彩 イトウ　コウサ 世田谷杉並支部

伊藤　鳳珀 イトウ　タカハク 世田谷杉並支部

江川　裕輔 エガワ　ユウスケ 世田谷杉並支部

大西　昭仁 オオニシ　アキヒト 世田谷杉並支部

荻田　健伸 オギタ　ケンシン 世田谷杉並支部

荻田　雄生 オギタ　ユウセイ 世田谷杉並支部

加藤　徳将 カトウ　ノリマサ 世田谷杉並支部

川島　伶桜 カワシマ　レオ 世田谷杉並支部

古賀　雅弥 コガ　マサヤ 世田谷杉並支部

後藤　真生 ゴトウ　マオ 世田谷杉並支部

後藤　真弥 ゴトウ　マヤ 世田谷杉並支部

小林　幸太郎 コバヤシ　コウタロウ 世田谷杉並支部

小林　美結 コバヤシ　ミユ 世田谷杉並支部

齋藤　成汰 サイトウ　セイタ 世田谷杉並支部

齋藤　宗輔 サイトウ　ソウスケ 世田谷杉並支部

迫地　航大 サコチ　コウダイ 世田谷杉並支部

佐藤　夢叶 サトウ　ユメカ 世田谷杉並支部

鈴木　豪 スズキ　ゴウ 世田谷杉並支部

鈴木　匠 スズキ　タクミ 世田谷杉並支部
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鈴木　亮 スズキ　リョウ 世田谷杉並支部

髙橋　毅慶 タカハシ　キキョウ 世田谷杉並支部

髙橋　和慈 タカハシ　ヨシチカ 世田谷杉並支部

竹下　大助 タケシタ　ダイスケ 世田谷杉並支部

竹田　詩袈 タケダ　ウタカ 世田谷杉並支部

竹田　梓乃 タケダ　シノ 世田谷杉並支部

竹田　獅琉 タケダ　シリュウ 世田谷杉並支部

塚本　慶次郎 ツカモト　ケイジロウ 世田谷杉並支部

塚本　幸村 ツカモト　ユキムラ 世田谷杉並支部

津國　惇宏 ツノクニ　アツヒロ 世田谷杉並支部

徳永　陸人 トクナガ　リクト 世田谷杉並支部

中島　岳大 ナカジマ　タケヒロ 世田谷杉並支部

蓮沼　綾仁 ハスヌマ　アヤヒト 世田谷杉並支部

馬内　優空 マウチ　ユウ 世田谷杉並支部

馬内　利空 マウチ　リク 世田谷杉並支部

松尾　聡一 マツオ　ソウイチ 世田谷杉並支部

松尾　優希 マツオ　マサキ 世田谷杉並支部

松原　桔平 マツバラ　キッペイ 世田谷杉並支部

三田　煌恭 ミタ　コウスケ 世田谷杉並支部

三田　龍之助 ミタ　リュウノスケ 世田谷杉並支部

宮下　周邦 ミヤシタ　シュウホウ 世田谷杉並支部

望月　悠心 モチヅキ　ユウシン 世田谷杉並支部

四元　明子 ヨツモト　メイコ 世田谷杉並支部

和田　凌太 ワダ　リョウタ 世田谷杉並支部

渡辺　和志 ワタナベ　カズシ 世田谷杉並支部

渡辺　爽太 ワタナベ　ソウタ 世田谷杉並支部

石野　姫子 イシノ　ヒメコ 西神奈川支部

梅津　陽斗 ウメヅ　ハルト 西神奈川支部

尾登　波叶 オノボリ　ハルト 西神奈川支部

勝俣　佑哉 カツマタ　ユウヤ 西神奈川支部

橘髙　薫乃 キッタカ　ユキノ 西神奈川支部

橘髙　至洸 キッタカ　ユキヒロ 西神奈川支部

橘髙　祥修 キッタカ　ヨシノブ 西神奈川支部

小宮　秀征 コミヤ　シュウセイ 西神奈川支部

櫻井　匡人 サクライ　タダヒト 西神奈川支部

庄司　英正 ショウジ　エイセイ 西神奈川支部

津田　涼成 ツダ　リョウセイ 西神奈川支部

本間　康義 ホンマ　ヤスヨシ 西神奈川支部

三浦　大河 ミウラ　タイガ 西神奈川支部

三浦　大和 ミウラ　ヤマト 西神奈川支部

伊久美　幸裕 イクミ　ユキヒロ 西東海支部

大江　瑛太 オオエ　エイタ 西東海支部

大江　楓音 オオエ　カノン 西東海支部

大江　くらら オオエ　クララ 西東海支部

岡安　充 オカヤス　ミツル 西東海支部

加藤　玄久 カトウ　ハルク 西東海支部

城戸　崇博 キド　タカヒロ 西東海支部

小池　夏向 コイケ　カナタ 西東海支部

古定　啓司 コテイ　ケイジ 西東海支部

小林　汐音 コバヤシ　シオン 西東海支部

小林　響 コバヤシ　ヒビキ 西東海支部
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小林　凛音 コバヤシ　リンネ 西東海支部

小森　繁光 コモリ　シゲミツ 西東海支部

小森　柊獅 コモリ　トウシ 西東海支部

小森　光 コモリ　ライト 西東海支部

崎森　めい サキモリ　メイ 西東海支部

佐藤　優青 サトウ　ユウセイ 西東海支部

富田　藍海 トミダ　アイミ 西東海支部

永田　匡 ナガタ　タダス 西東海支部

服部　真 ハットリ　マコト 西東海支部

藤内　湧月 フジウチ　ユヅキ 西東海支部

佐藤　煌永 サトウ　コウエイ 青森支部

佐藤　志遠 サトウ　シオン 青森支部

鈴木　誠士 スズキ　セイジ 青森支部

鈴木　史奈 スズキ　フミナ 青森支部

清藤　なぎ紗 セイドウ　ナギサ 青森支部

大黒谷　栞名 ダイコクヤ　カンナ 青森支部

青木　宏 アオキ　ヒロシ 静岡支部

荒木　伊織 アラキ　イオリ 静岡支部

五十嵐　煌 イガラシ　コウ 静岡支部

五十嵐　惺 イガラシ　セイ 静岡支部

石井　正広 イシイ　マサヒロ 静岡支部

伊藤　光希 イトウ　コウキ 静岡支部

伊東　蓮也 イトウ　レンヤ 静岡支部

井上　かおり イノウエ　カオリ 静岡支部

内山　晴貴 ウチヤマ　ハルキ 静岡支部

大村　悠己 オオムラ　ハルキ 静岡支部

小澤　貴之 オザワ　タカユキ 静岡支部

小野　陽太 オノ　ヨウタ 静岡支部

斉藤　夏輝 サイトウ　ナツキ 静岡支部

三宮　滉生 サングウ　コウセイ 静岡支部

鈴木　巴公 スズキ　ハク 静岡支部

鈴木　啓之 スズキ　ヒロユキ 静岡支部

鈴木　宥大 スズキ　ユウダイ 静岡支部

鈴木　羅琥斗 スズキ　ラクト 静岡支部

野澤　侑樹 ノザワ　ユキ 静岡支部

深井　将之 フカイ　マサユキ 静岡支部

福井　才文 フクイ　サイモン 静岡支部

三澤　実咲嬉 ミサワ　ミサキ 静岡支部

村田　藍生 ムラタ　アオイ 静岡支部

村田　樹生 ムラタ　イツキ 静岡支部

山口　玄太郎 ヤマグチ　ゲンタロウ 静岡支部

山下　青空 ヤマシタ　ソラ 静岡支部

吉山　廣重 ヨシヤマ　ヒロシゲ 静岡支部

和田　瑞貴 ワダ　ミズキ 静岡支部

藍野　紫穏 アイノ　シオン 千葉南支部

秋葉　裕也 アキバ　ユウヤ 千葉南支部

安藤　泰行 アンドウ　ヤスユキ 千葉南支部

内山　貴詞 ウチヤマ　タカシ 千葉南支部

内山　千織 ウチヤマ　チオリ 千葉南支部

大伯　竜万 オオハク　タツマ 千葉南支部

奥村　雅一 オクムラ　マサカズ 千葉南支部
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木田　奈瑞子 キダ　ナミコ 千葉南支部

木田　龍希 キダ　リュウキ 千葉南支部

小山　瑛司 コヤマ　エイジ 千葉南支部

小山　奈美 コヤマ　ナミ 千葉南支部

小山　瑠偉 コヤマ　ルイ 千葉南支部

菅原　遥斗 スガワラ　ハルト 千葉南支部

高橋　秀成 タカハシ　シュウセイ 千葉南支部

野村　歩美 ノムラ　アミ 千葉南支部

初芝　来輝 ハツシバ　ライキ 千葉南支部

初芝　里桜 ハツシバ　リオ 千葉南支部

日暮　祥太 ヒグラシ　ショウタ 千葉南支部

平山　凌大 ヒラヤマ　リョウタ 千葉南支部

藤代　貴義 フジシロ　タカノリ 千葉南支部

牟田　凰臥 ムタ　オウガ 千葉南支部

森川　セーラ モリカワ　セーラ 千葉南支部

森川　まりあな モリカワ　マリアナ 千葉南支部

阿部　恭輔 アベ　キョウスケ 千葉北支部

阿部　美咲 アベ　ミサキ 千葉北支部

笠島　滉聖 カサジマ　コウセイ 千葉北支部

塚越　陽菜子 ツカゴシ　ヒナコ 千葉北支部

長嶋　航平 ナガシマ　コウヘイ 千葉北支部

早坂　飛侑駕 ハヤサカ　ヒュウガ 千葉北支部

細越　竜之介 ホソコシ　リュウノスケ 千葉北支部

梶　繭美 カジ　マユミ 川崎東湘南支部

梶　武蔵 カジ　ムサシ 川崎東湘南支部

金野　天良 コンノ　タカラ 川崎東湘南支部

大畠　裕貴 オオハタケ　ヒロキ 総本部道場

小川　路正 オガワ　ミチマサ 総本部道場

河村　陽 カワムラ　ヒダカ 総本部道場

黒木　音 クロキ　オト 総本部道場

黒木　佑馬 クロキ　ユウマ 総本部道場

小嶺　一心 コミネ　イッシン 総本部道場

小嶺　心町 コミネ　コマチ 総本部道場

佐々木　健人 ササキ　ケント 総本部道場

佐藤　龍介 サトウ　リュウスケ 総本部道場

武田　浩樹 タケダ　ヒロキ 総本部道場

中田　暁 ナカダ　アキラ 総本部道場

平山　幸祐 ヒラヤマ　コウスケ 総本部道場

福光　愛里 フクミツ　アイリ 総本部道場

福光　隼純 フクミツ　ハヤト 総本部道場

藤井　十右剛 フジイ　トウゴウ 総本部道場

横田　大雅 ヨコタ　タイガ 総本部道場

渡部　絢介 ワタナベ　ケンスケ 総本部道場

石井　龍馬 イシイ　リョウマ 大阪神戸湾岸支部

石塚　琉生 イシヅカ　ルイ 大阪神戸湾岸支部

井本　結奈 イモト　ユナ 大阪神戸湾岸支部

宇都宮　美咲 ウツノミヤ　ミサキ 大阪神戸湾岸支部

大野　竜之介 オオノ　リュウノスケ 大阪神戸湾岸支部

大森　礼士 オオモリ　アヤト 大阪神戸湾岸支部

岡部　耕汰 オカベ　コウタ 大阪神戸湾岸支部

釜下　日向 カマシタ　ヒナタ 大阪神戸湾岸支部
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上川　太寿 カミカワ　タイジュ 大阪神戸湾岸支部

亀若　煌生 カメワカ　コウセイ 大阪神戸湾岸支部

亀若　昇生 カメワカ　ショウキ 大阪神戸湾岸支部

川間　夢月 カワマ　ムツキ 大阪神戸湾岸支部

近藤　陸 コンドウ　リク 大阪神戸湾岸支部

阪井　日葵 サカイ　ヒナタ 大阪神戸湾岸支部

阪井　蓮哉 サカイ　レンヤ 大阪神戸湾岸支部

櫻井　隆太 サクライ　リュウタ 大阪神戸湾岸支部

芝　健太 シバ　ケンタ 大阪神戸湾岸支部

鈴木　皓大 スズキ　コウダイ 大阪神戸湾岸支部

妹尾　来望 セノオ　クルミ 大阪神戸湾岸支部

妹尾　真輝 セノオ　マキ 大阪神戸湾岸支部

田中　健太 タナカ　ケンタ 大阪神戸湾岸支部

田中　将太 タナカ　ショウタ 大阪神戸湾岸支部

田中　祐太 タナカ　ユウタ 大阪神戸湾岸支部

田村　琉維 タムラ　ルイ 大阪神戸湾岸支部

長谷　海翔 ナガタニ　カイト 大阪神戸湾岸支部

長谷　瑠翔 ナガタニ　ルイト 大阪神戸湾岸支部

西井　斗吾 ニシイ　トウゴ 大阪神戸湾岸支部

西尾　光稀 ニシオ　アキ 大阪神戸湾岸支部

西尾　結愛 ニシオ　ユイア 大阪神戸湾岸支部

西岡　秀人 ニシオカ　シュウト 大阪神戸湾岸支部

西岡　憧之介 ニシオカ　ショウノスケ 大阪神戸湾岸支部

花田　大河 ハナダ　タイガ 大阪神戸湾岸支部

濱口　仁真 ハマグチ　トマ 大阪神戸湾岸支部

番匠谷　颯汰 バンジョウヤ　ソウタ 大阪神戸湾岸支部

福西　結誠 フクニシ　ユウセイ 大阪神戸湾岸支部

向井　ひなた ムカイ　ヒナタ 大阪神戸湾岸支部

矢倉　雷輝 ヤグラ　ライキ 大阪神戸湾岸支部

山上　空馬 ヤマウエ　クウマ 大阪神戸湾岸支部

山上　徳馬 ヤマウエ　トクマ 大阪神戸湾岸支部

山本　悠翔 ヤマモト　ハルト 大阪神戸湾岸支部

米田　陽 ヨネダ　ハル 大阪神戸湾岸支部

藤原　大輔 フジワラ　ダイスケ 大阪西支部

山田　鉄弥 ヤマダ　テツヤ 大阪西支部

芦刈　悠貴 アシカリ　ユウキ 大阪東部支部

足立　煌月 アダチ　コウガ 大阪東部支部

足立　奈衣琉 アダチ　ナイル 大阪東部支部

有田　陽菜 アリタ　ヒナ 大阪東部支部

阿波　叶花 アワ　ユメハ 大阪東部支部

阿波　律風 アワ　リツセ 大阪東部支部

岩田　琴海 イワタ　コトミ 大阪東部支部

大野　照一郎 オオノ　ショウイチロウ 大阪東部支部

大野　照仁 オオノ　テルヒト 大阪東部支部

金森　汐 カナモリ　ナギサ 大阪東部支部

北井　健瑠 キタイ　タケル 大阪東部支部

北本　隆裕 キタモト　タカヒロ 大阪東部支部

上月　嵐太 コウヅキ　アラタ 大阪東部支部

坂本　剛士 サカモト　ツヨシ 大阪東部支部

茂山　富寶 シゲヤマ　トミタカ 大阪東部支部

泰地　瞳 タイジ　ヒトミ 大阪東部支部
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玉田　栄好 タマダ　エイス 大阪東部支部

玉田　好弥 タマダ　コウヤ 大阪東部支部

中岡　虹空 ナカオカ　ニコ 大阪東部支部

長谷川　春翔 ハセガワ　ハルト 大阪東部支部

原田　萌花 ハラダ　ホノカ 大阪東部支部

堀江　俊明 ホリエ　トシアキ 大阪東部支部

水阪　亮太 ミズサカ　リョウタ 大阪東部支部

安江　研 ヤスエ　ケン 大阪東部支部

井口　陽一郎 イグチ　ヨウイチロウ 大阪北支部

和泉田　真司 イズミダ　シンジ 大阪北支部

植田　駿斗 ウエダ　ハヤト 大阪北支部

扇谷　卓哉 オウギタニ　タクヤ 大阪北支部

大﨑　弘聖 オオサキ　コウセイ 大阪北支部

大﨑　壮達 オオサキ　ソウタツ 大阪北支部

大田　義道 オオタ　ギドウ 大阪北支部

大田　竜馬 オオタ　リョウマ 大阪北支部

大中　比路 オオナカ　ヒロ 大阪北支部

大町　兼史 オオマチ　ケンジ 大阪北支部

川田　陸斗 カワタ　リクト 大阪北支部

嵯峨山　政紀 サガヤマ　マサノリ 大阪北支部

澤頭　大翔 サワガシラ　ダイト 大阪北支部

中島　綾汰 ナカシマ　リョウタ 大阪北支部

根岸　謙太郎 ネギシ　ケンタロウ 大阪北支部

藤田　慧 フジタ　サトル 大阪北支部

真柄　武之槇 マガラ　タケノシン 大阪北支部

益野　康平 マスノ　コウヘイ 大阪北支部

丸山　優飛 マルヤマ　ユウヒ 大阪北支部

山本　寿連 ヤマモト　ジュレン 大阪北支部

長友　久樹 ナガトモ　ヒサキ 大分県央支部

西澤　優 ニシザワ　スグル 長崎支部

西村　一彦 ニシムラ　カズヒコ 長崎支部

浅川　拓摩 アサカワ　タクマ 長野支部

太田　翔空 オオタ　トア 長野支部

太田　雄一 オオタ　ユウイチ 長野支部

金井　陽叶 カナイ　ハルト 長野支部

佐當　直紀 サトウ　ナオキ 長野支部

下平　大翔 シモダイラ　ヤマト 長野支部

高橋　龍 タカハシ　リュウ 長野支部

馬場　優大 ババ　ユウダイ 長野支部

堀米　雄樹 ホリゴメ　ユウキ 長野支部

井村　真也 イムラ　シンヤ 東京お茶の水支部

宇田川　光琉 ウダガワ　ヒカル 東京お茶の水支部

田端　一絢 タバタ　イチヤ 東京お茶の水支部

青地　海斗 アオチ　カイト 東京ベイ港支部

新巻　康彦 アラマキ　ヤスヒコ 東京ベイ港支部

石倉　龍斉 イシクラ　リュウセイ 東京ベイ港支部

内田　武尊 ウチダ　ホタカ 東京ベイ港支部

大木　惇暉 オオギ　ジュンキ 東京ベイ港支部

大沢　彪 オオサワ　ヒュウ 東京ベイ港支部

加藤　蹴葵 カトウ　カケリ 東京ベイ港支部

加藤　来葵 カトウ　ライキ 東京ベイ港支部
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金子　蒼空 カネコ　ソラ 東京ベイ港支部

神谷　太頼 カミヤ　タイラ 東京ベイ港支部

亀井　聡人 カメイ　アキト 東京ベイ港支部

北澤　吉邦 キタザワ　ヨシクニ 東京ベイ港支部

北澤　吉博 キタザワ　ヨシヒロ 東京ベイ港支部

北澤　吉之 キタザワ　ヨシユキ 東京ベイ港支部

熊谷　健太 クマガイ　ケンタ 東京ベイ港支部

合屋　正之 ゴウヤ　マサユキ 東京ベイ港支部

小林　寿 コバヤシ　レイ 東京ベイ港支部

西頭　倫歩 サイトウ　ミチオ 東京ベイ港支部

皿谷　歩豊 サラガイ　アユト 東京ベイ港支部

庄司　珂亜斗 ショウジ　カアト 東京ベイ港支部

真保　文四郎 シンポ　ブンシロウ 東京ベイ港支部

鈴木　玖龍 スズキ　クリュウ 東京ベイ港支部

髙田　航平 タカタ　コウヘイ 東京ベイ港支部

田久　悠樹 タキュウ　ハルキ 東京ベイ港支部

田久　夕樹 タキュウ　ユウキ 東京ベイ港支部

武田　秀平 タケダ　シュウヘイ 東京ベイ港支部

武田　文秀 タケダ　ブンシュウ 東京ベイ港支部

登坂　英正 トサカ　ヒデマサ 東京ベイ港支部

利根川　竜一 トネガワ　リュウイチ 東京ベイ港支部

野村　太助 ノムラ　ダイスケ 東京ベイ港支部

藤野　弘大 フジノ　ヒロト 東京ベイ港支部

藤野　凜太郎 フジノ　リンタロウ 東京ベイ港支部

古川　昴 フルカワ　スバル 東京ベイ港支部

村上　四季 ムラカミ　シキ 東京ベイ港支部

村木　丈夫 ムラキ　タケオ 東京ベイ港支部

山内　理仁 ヤマウチ　リヒト 東京ベイ港支部

山田　修資 ヤマダ　シュウスケ 東京ベイ港支部

山田　祐資 ヤマダ　ユウスケ 東京ベイ港支部

山中　脩叶 ヤマナカ　シュウト 東京ベイ港支部

山中　友結香 ヤマナカ　ユイカ 東京ベイ港支部

吉田　壮吾 ヨシダ　ソウゴ 東京ベイ港支部

吉田　直生 ヨシダ　ナオキ 東京ベイ港支部

和田　琉太 ワダ　リュウタ 東京ベイ港支部

渡邉　天翔 ワタナベ　ヒロト 東京ベイ港支部

石川　拓実 イシカワ　タクミ 東京佐伯道場

石鍋　太雅 イシナベ　タイガ 東京佐伯道場

工藤　尚太 クドウ　ショウタ 東京佐伯道場

佐藤　功二 サトウ　コウジ 東京佐伯道場

田中　基貴 タナカ　モトキ 東京佐伯道場

寺岡　真由莉 テラオカ　マユリ 東京佐伯道場

西園　司 ニシゾノ　ツカサ 東京佐伯道場

松本　祐典 マツモト　ユウスケ 東京佐伯道場

青木　駿佑 アオキ　シュンスケ 東京城南川崎支部

赤木　朝日 アカギ　アサヒ 東京城南川崎支部

明石　皓大 アカシ　コウタ 東京城南川崎支部

阿比留　大雅 アビル　タイガ 東京城南川崎支部

安西　凪 アンザイ　ナギ 東京城南川崎支部

生駒　隼也 イコマ　シュンヤ 東京城南川崎支部

市川　和彦 イチカワ　カズヒコ 東京城南川崎支部
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井筒　稜真 イヅツ　リョウマ 東京城南川崎支部

伊藤　旬之介 イトウ　ジュンノスケ 東京城南川崎支部

伊藤　宗隆 イトウ　ムネタカ 東京城南川崎支部

今井　順一 イマイ　ジュンイチ 東京城南川崎支部

今井　幸村 イマイ　ユキムラ 東京城南川崎支部

宇佐美　大鳳 ウサミ　タイホウ 東京城南川崎支部

大久保　龍空 オオクボ　リク 東京城南川崎支部

大瀧　瑛斗 オオタキ　エイト 東京城南川崎支部

大山　悠斗 オオヤマ　ユウト 東京城南川崎支部

岡部　光孝 オカベ　ミツタカ 東京城南川崎支部

小澤　虎太朗 オザワ　コタロウ 東京城南川崎支部

小野田　壮琉 オノダ　タケル 東京城南川崎支部

角森　一之 カクモリ　カズユキ 東京城南川崎支部

柏木　桜太郎 カシワギ　オウタロウ 東京城南川崎支部

香山　明広 カヤマ　アキヒロ 東京城南川崎支部

菅野　晟太郎 カンノ　ジョウタロウ 東京城南川崎支部

北嶋　恕薫 キタジマ　ヒロシゲ 東京城南川崎支部

北嶋　儀道 キタジマ　ヨシミチ 東京城南川崎支部

木村　隼斗 キムラ　ハヤト 東京城南川崎支部

久保　雄太郎 クボ　ユウタロウ 東京城南川崎支部

黒須　勉 クロス　ツトム 東京城南川崎支部

小泉　空 コイズミ　ソラ 東京城南川崎支部

小泉　太陽 コイズミ　タイヨウ 東京城南川崎支部

上妻　悠聖 コウヅマ　ユウセイ 東京城南川崎支部

小杉　康浩 コスギ　ヤスヒロ 東京城南川崎支部

五島　諒子 ゴトウ　アキコ 東京城南川崎支部

小林　幸太 コバヤシ　コウタ 東京城南川崎支部

小林　桃花 コバヤシ　モモカ 東京城南川崎支部

小林　律仁 コバヤシ　リヒト 東京城南川崎支部

駒井　真 コマイ　シン 東京城南川崎支部

澤井　歌流 サワイ　ウル 東京城南川崎支部

澤井　珠朱 サワイ　シュシュ 東京城南川崎支部

澤井　天心 サワイ　テンシン 東京城南川崎支部

澤井　ナノ サワイ　ナノ 東京城南川崎支部

篠田　昻汰 シノダ　コウタ 東京城南川崎支部

信田　隆翔 シノダ　タカト 東京城南川崎支部

嶋　楓生 シマ　フウキ 東京城南川崎支部

下川　己撞 シモカワ　コドウ 東京城南川崎支部

下地　永一 シモジ　エイイチ 東京城南川崎支部

杉本　健真 スギモト　ケンシン 東京城南川崎支部

鈴木　響介 スズキ　キョウスケ 東京城南川崎支部

瀬川　孝介 セガワ　コウスケ 東京城南川崎支部

髙梨　慶斗 タカナシ　ケイト 東京城南川崎支部

髙橋　悠槻 タカハシ　ユツキ 東京城南川崎支部

高橋　玲音 タカハシ　レイオン 東京城南川崎支部

瀧本　啓介 タキモト　ケイスケ 東京城南川崎支部

竹内　元太 タケウチ　ゲンタ 東京城南川崎支部

田中　幸太朗 タナカ　コウタロウ 東京城南川崎支部

塚田　稜祐 ツカダ　リョウスケ 東京城南川崎支部

徳山　吉一 トクヤマ　ヨシカズ 東京城南川崎支部

豊島　典之 トヨシマ　ノリユキ 東京城南川崎支部
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内藤　陸仁 ナイトウ　リクト 東京城南川崎支部

中村　清十郎 ナカムラ　セイジュウロウ 東京城南川崎支部

西村　洋二郎 ニシムラ　ヨウジロウ 東京城南川崎支部

根本　志道 ネモト　シドウ 東京城南川崎支部

野﨑　空 ノザキ　ソラ 東京城南川崎支部

原島　伸之 ハラシマ　ノブユキ 東京城南川崎支部

阪野　滉太 バンノ　コウタ 東京城南川崎支部

日隈　伊吹 ヒグマ　イブキ 東京城南川崎支部

日比　豊 ヒビ　ユタカ 東京城南川崎支部

平野　郁樹 ヒラノ　イクキ 東京城南川崎支部

藤井　優大 フジイ　ユウタ 東京城南川崎支部

二神　一天 フタガミ　カズタカ 東京城南川崎支部

堀内　帆太 ホリウチ　ハンタ 東京城南川崎支部

前澤　一吉 マエザワ　カズヨシ 東京城南川崎支部

牧野　颯太 マキノ　ソウタ 東京城南川崎支部

丸山　云颯 マルヤマ　イサ 東京城南川崎支部

水間　時音 ミズマ　シオン 東京城南川崎支部

宮地　映紋 ミヤチ　エイモン 東京城南川崎支部

宮脇　知冴 ミヤワキ　カズサ 東京城南川崎支部

宗廣　利音 ムネヒロ　リオト 東京城南川崎支部

村井　恵介 ムライ　ケイスケ 東京城南川崎支部

村林　浩介 ムラバヤシ　コウスケ 東京城南川崎支部

村林　千紘 ムラバヤシ　チヒロ 東京城南川崎支部

毛受　未来 メンジュ　ミク 東京城南川崎支部

毛受　優衣 メンジュ　ユイ 東京城南川崎支部

目代　結菜 モクダイ　ユウナ 東京城南川崎支部

安田　義生 ヤスダ　ヨシオ 東京城南川崎支部

山木　隼斗 ヤマキ　ハヤト 東京城南川崎支部

山村　孝太朗 ヤマムラ　コウタロウ 東京城南川崎支部

山村　龍生 ヤマムラ　タツキ 東京城南川崎支部

山本　賢蔵 ヤマモト　ケンゾウ 東京城南川崎支部

吉澤　清司 ヨシザワ　キヨシ 東京城南川崎支部

吉野　雅彦 ヨシノ　マサヒコ 東京城南川崎支部

渡邊　大介 ワタナベ　ダイスケ 東京城南川崎支部

秋葉　理央奈 アキバ　リオナ 東京東支部

浅海　裕斗 アサミ　ユウト 東京東支部

浅海　柚奈 アサミ　ユナ 東京東支部

阿部　優心 アベ　ユウシン 東京東支部

新井　泰千 アライ　タイチ 東京東支部

五十嵐　愛翔 イガラシ　マナト 東京東支部

石川　輝 イシカワ　アキラ 東京東支部

石原　遼斗 イシハラ　ハルト 東京東支部

磯谷　陸 イソガイ　リク 東京東支部

伊丹　慶杜 イタミ　ケイト 東京東支部

一ノ瀬　慶太 イチノセ　ケイタ 東京東支部

一ノ瀬　蓮介 イチノセ　レンスケ 東京東支部

一色　悠輔 イッシキ　ユウスケ 東京東支部

井野口　優 イノグチ　ユウ 東京東支部

岩下　尚親 イワシタ　ナオチカ 東京東支部

岩下　侑誠 イワシタ　ユウセイ 東京東支部

江口　江美 エグチ　エミ 東京東支部
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越中谷　匠技 エッチュウヤ　ショウア 東京東支部

大友　侃 オオトモ　カン 東京東支部

大友　伯 オオトモ　ハク 東京東支部

大西　敦己 オオニシ　アツキ 東京東支部

沖崎　唯 オキザキ　ユイ 東京東支部

沖崎　優 オキザキ　ユウ 東京東支部

奥山　元太 オクヤマ　ゲンタ 東京東支部

奥山　貴裕 オクヤマ　タカヒロ 東京東支部

小倉　一彦 オグラ　カズヒコ 東京東支部

小澤　統士 オザワ　トウジ 東京東支部

片岡　柊斗 カタオカ　シュウト 東京東支部

木村　哉太 キムラ　カナタ 東京東支部

桐山　真虎 キリヤマ　マサトラ 東京東支部

厳　祥赫 ゲン　ショウカク 東京東支部

小嶋　夏鈴 コジマ　カリン 東京東支部

小森　隼人 コモリ　ハヤト 東京東支部

小森　悠己 コモリ　ユウキ 東京東支部

酒井　威瑠 サカイ　タケル 東京東支部

坂本　琥聖 サカモト　コセイ 東京東支部

佐久間　泰生 サクマ　タイセイ 東京東支部

佐藤　駆 サトウ　カケル 東京東支部

佐藤　義綺 サトウ　トモキ 東京東支部

佐藤　有将 サトウ　ユウスケ 東京東支部

柴田　航志 シバタ　コウシ 東京東支部

柴田　拓弥 シバタ　タクヤ 東京東支部

志村　佳 シムラ　ケイ 東京東支部

志村　羚 シムラ　レイ 東京東支部

末原　龍聖 スエハラ　リュウセイ 東京東支部

鈴木　遥人 スズキ　ハルト 東京東支部

杣　維吹 ソマ　イブキ 東京東支部

杣　海晴 ソマ　カイセイ 東京東支部

髙橋　希歩 タカハシ　キホ 東京東支部

高松　澪寛 タカマツ　レトラ 東京東支部

武居　夏意 タケスケ　カイ 東京東支部

堤　亮人 ツツミ　アキト 東京東支部

角川　夏海 ツノカワ　ナツミ 東京東支部

角川　龍也 ツノカワ　リュウヤ 東京東支部

出目　哲哉 デメ　テツヤ 東京東支部

中尾　栞一朗 ナカオ　カンイチロウ 東京東支部

中尾　丞星郎 ナカオ　ジョウシロウ 東京東支部

中島　俊太 ナカシマ　シュンタ 東京東支部

長田　文鷹 ナガタ　フミタカ 東京東支部

永松　拓真 ナガマツ　タクマ 東京東支部

中村　逢太 ナカムラ　オウタ 東京東支部

中村　禅 ナカムラ　ゼン 東京東支部

仁井田　右楽 ニイダ　ウタ 東京東支部

初鹿　文美 ハツシカ　フミ 東京東支部

初鹿　仁紀 ハツシカ　マサノリ 東京東支部

濵田　蒼陽 ハマダ　ソウヤ 東京東支部

濵田　琉陽 ハマダ　リュウヤ 東京東支部

平田　健志朗 ヒラタ　ケンシロウ 東京東支部

20/26



深井　裕貴 フカイ　ヒロキ 東京東支部

福地　徹 フクチ　テツ 東京東支部

藤枝　寛佑 フジエダ　カンスケ 東京東支部

藤嶋　啓介 フジシマ　ケイスケ 東京東支部

藤田　秀平 フジタ　シュウヘイ 東京東支部

布田　澄 フダ　ワタル 東京東支部

三宅　皐太 ミヤケ　コウタ 東京東支部

安田　華太 ヤスダ　カブト 東京東支部

矢吹　悠聖 ヤブキ　ユウセイ 東京東支部

山内　想也 ヤマウチ　ソウヤ 東京東支部

山内　稜己 ヤマウチ　リョウゴ 東京東支部

山口　尊正 ヤマグチ　タカマサ 東京東支部

山口　大琥 ヤマグチ　タク 東京東支部

山口　結衣 ヤマグチ　ユイ 東京東支部

山口　諒 ヤマグチ　リョウ 東京東支部

山田　祐輝 ヤマダ　ユウキ 東京東支部

横田　陸 ヨコタ　リク 東京東支部

吉永　秀悦 ヨシナガ　シュウエツ 東京東支部

吉永　翔陽 ヨシナガ　ショウヨウ 東京東支部

吉永　聡達 ヨシナガ　ソウタツ 東京東支部

和田　直樹 ワダ　ナオキ 東京東支部

渡辺　史琉 ワタナベ　シリュウ 東京東支部

渡邊　颯汰 ワタナベ　ソウタ 東京東支部

渡辺　蓮 ワタナベ　レン 東京東支部

安藤　昂世 アンドウ　コウセイ 東京目白道場

岩井　晴信 イワイ　ハルノブ 東京目白道場

内田　翔 ウチダ　カケル 東京目白道場

内田　真介 ウチダ　シンスケ 東京目白道場

大門　優里 オオカド　ユリ 東京目白道場

大田尾　拓実 オオタオ　タクミ 東京目白道場

金澤　輝旺 カナザワ　テルオ 東京目白道場

亀井　龍之介 カメイ　リュウノスケ 東京目白道場

熊田　佳代子 クマダ　カヨコ 東京目白道場

小林　秀徳 コバヤシ　ヒデノリ 東京目白道場

斉藤　皓士 サイトウ　コウシ 東京目白道場

斉藤　琴美 サイトウ　コトミ 東京目白道場

齊藤　創 サイトウ　ソウ 東京目白道場

坂田　大河 サカタ　タイガ 東京目白道場

佐々木　治人 ササキ　ハルト 東京目白道場

佐志田　ゆい サシダ　ユイ 東京目白道場

佐藤　大和 サトウ　ヤマト 東京目白道場

佐藤　優理 サトウ　ユリ 東京目白道場

佐野　颯 サノ　ハヤテ 東京目白道場

佐野　英雄 サノ　ヒデオ 東京目白道場

塩沢　一郎 シオザワ　イチロウ 東京目白道場

髙木　春都 タカキ　ハルト 東京目白道場

髙木　裕人 タカギ　ヒロト 東京目白道場

舘山　波瑠 タテヤマ　ハル 東京目白道場

張　軒睿 チョウ　ケンアキラ 東京目白道場

栩原　加代子 トチハラ　カヨコ 東京目白道場

平井　秀瑛 ヒライ　シュウエイ 東京目白道場
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水野　博文 ミズノ　ヒロフミ 東京目白道場

御山　美守 ミヤマ　ミモリ 東京目白道場

吉川　泰正 ヨシカワ　タイセイ 東京目白道場

吉田　海優 ヨシダ　ミヒロ 東京目白道場

梅本　泰成 ウメモト　タイセイ 徳島西南支部

北尾　璃心 キタオ　リコ 徳島西南支部

北尾　瑠生 キタオ　ルキ 徳島西南支部

黒川　琥太郎 クロカワ　コタロウ 徳島西南支部

黒川　芭奈 クロカワ　ハナ 徳島西南支部

斎藤　羽珀 サイトウ　ハク 徳島西南支部

佐藤　明主真 サトウ　アスマ 徳島西南支部

佐藤　心梨優 サトウ　ミリウ 徳島西南支部

田中　冬真 タナカ　トウマ 徳島西南支部

福田　煌晟 フクダ　コウセイ 徳島西南支部

藤枝　光博 フジエダ　ミツヒロ 徳島西南支部

森實　由菜 モリザネ　ユイナ 徳島西南支部

伊良原　悠太 イラハラ　ユウタ 徳島北東あわじ支部

上原　苺子 ウエハラ　マイコ 徳島北東あわじ支部

有働　斗志一 ウドウ　トシカズ 徳島北東あわじ支部

有働　康雄 ウドウ　ヤスオ 徳島北東あわじ支部

遠藤　愛奈 エンドウ　アイナ 徳島北東あわじ支部

遠藤　滉太 エンドウ　コウタ 徳島北東あわじ支部

大塚　真生 オオツカ　マオ 徳島北東あわじ支部

大塚　未夢 オオツカ　ミユ 徳島北東あわじ支部

神先　快莉 カミサキ　カイリ 徳島北東あわじ支部

神先　絢心 カミサキ　ケンシン 徳島北東あわじ支部

後藤　星菜 ゴトウ　セイナ 徳島北東あわじ支部

後藤　七翔 ゴトウ　ナナト 徳島北東あわじ支部

後藤　優斗 ゴトウ　ユウト 徳島北東あわじ支部

立花　妃乃 タチバナ　ヒノ 徳島北東あわじ支部

花岡　誉來 ハナオカ　タカラ 徳島北東あわじ支部

板東　稜人 バンドウ　リョウト 徳島北東あわじ支部

古川　太樹 フルカワ　タイキ 徳島北東あわじ支部

前田　桃花 マエダ　モモカ 徳島北東あわじ支部

森　明衣 モリ　メイ 徳島北東あわじ支部

山本　鳳翔 ヤマモト　オオガ 徳島北東あわじ支部

山本　美凰 ヤマモト　ミオ 徳島北東あわじ支部

相田　聡 アイタ　サトシ 栃木支部

青木　康浩 アオキ　ヤスヒロ 栃木支部

安藤　悦也 アンドウ　エツヤ 栃木支部

石川　朱愛 イシカワ　シュウナ 栃木支部

石川　蒼空 イシカワ　ソラ 栃木支部

石川　零旺 イシカワ　レオ 栃木支部

石塚　大翔 イシヅカ　ヤマト 栃木支部

井料　来海 イリョウ　クルミ 栃木支部

岩瀬　葵 イワセ　アオイ 栃木支部

梅山　晴輝 ウメヤマ　ハルキ 栃木支部

遠藤　修羅 エンドウ　シュラ 栃木支部

大内田　大和 オオウチダ　ヤマト 栃木支部

大川　晟 オオカワ　アキラ 栃木支部

大川　紡 オオカワ　ツムギ 栃木支部
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大八木　獅音 オオヤギ　シオン 栃木支部

大八木　來奏 オオヤギ　ラナ 栃木支部

落合　奏太 オチアイ　ソウタ 栃木支部

角山　侍 カクヤマ　サムライ 栃木支部

角山　弘 カクヤマ　ヒロシ 栃木支部

金子　苺花 カネコ　モハナ 栃木支部

菊地　輝 キクチ　キラリ 栃木支部

小林　祐子 コバヤシ　ユウコ 栃木支部

嶋田　悦正 シマダ　ヨシマサ 栃木支部

鈴木　奏羽 スズキ　カナハ 栃木支部

園田　彩人 ソノダ　アヤト 栃木支部

髙田　幸士朗 タカダ　コウシロウ 栃木支部

高野　凱斗 タカノ　カイト 栃木支部

髙野　晃希 タカノ　コウキ 栃木支部

高橋　虎ノ介 タカハシ　トラノスケ 栃木支部

立花　勇磨 タチバナ　ユウマ 栃木支部

立花　梨々嘩 タチバナ　リリカ 栃木支部

長　和紀 チヨウ　カズノリ 栃木支部

鶴野　琉唯 ツルノ　ルイ 栃木支部

寺口　晃聖 テラグチ　コウセイ 栃木支部

寺口　陽彩 テラグチ　ヒイロ 栃木支部

長濱　光威 ナガハマ　コウイ 栃木支部

長濱　莉乃 ナガハマ　リノ 栃木支部

貫　煌介 ヌキ　コウスケ 栃木支部

貫　結愛 ヌキ　ユア 栃木支部

萩原　蛍音 ハギワラ　ケイト 栃木支部

萩原　仁 ハギワラ　ジン 栃木支部

橋本　龍祁 ハシモト　タツキ 栃木支部

橋本　頼輝 ハシモト　ライキ 栃木支部

濱﨑　英幸 ハマザキ　ヒデユキ 栃木支部

前橋　要宏 マエバシ　トシヒロ 栃木支部

森戸　綺良 モリト　キラ 栃木支部

森戸　柊空 モリト　トア 栃木支部

矢部　遥花 ヤベ　ハルカ 栃木支部

矢部　雄大 ヤベ　ユウダイ 栃木支部

山井　姫宝 ヤマイ　キホ 栃木支部

山井　彪 ヤマイ　ヒュウ 栃木支部

山口　樹 ヤマグチ　イツキ 栃木支部

山口　結 ヤマグチ　ユイ 栃木支部

吉田　雫音 ヨシダ　シズネ 栃木支部

渡邊　絢音 ワタナベ　アヤネ 栃木支部

渡邊　結斗 ワタナベ　ユウト 栃木支部

阿部　慶生 アベ　ヨシキ 奈良支部

老本　蓮叶 オイモト　レント 奈良支部

影浦　有美 カゲウラ　ユミ 奈良支部

川口　智也 カワグチ　トモヤ 奈良支部

河原　聖 カワハラ　ヒジリ 奈良支部

坂本　大和 サカモト　ヤマト 奈良支部

鈴木　恋音 スズキ　コイト 奈良支部

竹中　明 タケナカ　アキラ 奈良支部

辰巳　響一 タツミ　キョウイチ 奈良支部
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平井　尚喜 ヒライ　ナオキ 奈良支部

三村　綺良 ミムラ　キイ 奈良支部

三村　愛衣 ミムラ　メイ 奈良支部

白樫　直斉 シラカシ　ナオナリ 南大阪支部

中島　匡聡 ナカジマ　マサアキ 南大阪支部

藤川　昂鷹 フジカワ　コウヨウ 南大阪支部

佐竹　凌空 サタケ　リク 福井中央支部

田中　稔 タナカ　ミノル 福井中央支部

中出　昻希 ナカデ　コウキ 福井中央支部

青木　玖龍 アオキ　クリュウ 福岡支部

秋　弓樂 アキ　ユウラ 福岡支部

飯干　誠人 イイボシ　マコト 福岡支部

池田　健太郎 イケダ　ケンタロウ 福岡支部

井上　紗枝 イノウエ　サエ 福岡支部

井上　凌我 イノウエ　リョウガ 福岡支部

岩下　虎大朗 イワシタ　コタロウ 福岡支部

岩瀬　沙彩 イワセ　サアヤ 福岡支部

岩瀬　勇翔 イワセ　ユウト 福岡支部

岩本　日向 イワモト　ヒナタ 福岡支部

岩谷　伊吹 イワヤ　イブキ 福岡支部

岩谷　凪斗 イワヤ　ナギト 福岡支部

内薗　奏吉 ウチゾノ　ソウキチ 福岡支部

大坪　星太 オオツボ　セイタ 福岡支部

大坪　桃香 オオツボ　モモカ 福岡支部

大場　颯太 オオバ　ソウタ 福岡支部

大渕　陽向 オオブチ　ヒナタ 福岡支部

岡　隆之介 オカ　リュウノスケ 福岡支部

小畑　創一朗 オバタ　ソウイチロウ 福岡支部

金丸　彩乃 カナマル　アヤノ 福岡支部

川中　杏莉良 カワナカ　アイラ 福岡支部

川中　駿治 カワナカ　シュンジ 福岡支部

河村　心太 カワムラ　シンタ 福岡支部

河村　奈々 カワムラ　ナナ 福岡支部

喜多　蒼悟 キタ　ソウゴ 福岡支部

喜多　遥都 キタ　ハルト 福岡支部

木永　心羽 キナガ　コハ 福岡支部

教仙　庵吏 キョウセン　イオリ 福岡支部

教仙　琥珀 キョウセン　コハク 福岡支部

藏本　清史郎 クラモト　キヨシロウ 福岡支部

坂田　康夫 サカタ　ヤスオ 福岡支部

作田　大飛 サクダ　ダイト 福岡支部

篠原　智美 シノハラ　サトミ 福岡支部

篠原　虎ノ介 シノハラ　トラノスケ 福岡支部

篠原　通久 シノハラ　ミチヒサ 福岡支部

渋田　和輝 シブタ　カズキ 福岡支部

志和　こまち シワ　コマチ 福岡支部

志和　ひかる シワ　ヒカル 福岡支部

志和　政宗 シワ　マサムネ 福岡支部

志和　蘭丸 シワ　ランマル 福岡支部

末吉　心 スエヨシ　ココロ 福岡支部

筋田　英樹 スジタ　ヒデキ 福岡支部
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髙橋　エマ タカハシ　エマ 福岡支部

髙橋　聖二 タカハシ　セイジ 福岡支部

田添　杏 タゾエ　アン 福岡支部

千葉　裕 チバ　ヒロシ 福岡支部

手嶋　一輝 テシマ　イッキ 福岡支部

手嶋　英士 テシマ　エイジ 福岡支部

戸高　都希 トダカ　ツキ 福岡支部

長野　琥朱 ナガノ　コア 福岡支部

中村　由加里 ナカムラ　ユカリ 福岡支部

永易　華音 ナガヤス　カノン 福岡支部

永易　奏也 ナガヤス　ソウヤ 福岡支部

橋口　汰駕 ハシグチ　タイガ 福岡支部

橋口　凛志 ハシグチ　リンジ 福岡支部

波多江　祐次 ハタエ　ユウジ 福岡支部

馬場　大河 ババ　タイガ 福岡支部

早川　一之心 ハヤカワ　イチノシン 福岡支部

早麻　慎平 ハヤマ　シンペイ 福岡支部

原田　佳輝 ハラダ　ヨシテル 福岡支部

原田　隆之介 ハラダ　リュウノスケ 福岡支部

半晴　優ト ハンセイ　ユウト 福岡支部

東山　美優 ヒガシヤマ　ミユ 福岡支部

久田　拓真 ヒサダ　タクマ 福岡支部

久田　拓輝 ヒサダ　ヒロキ 福岡支部

久吉　琢登 ヒサヨシ　タクト 福岡支部

廣瀬　颯太 ヒロセ　ソウタ 福岡支部

藤河　将爵 フジカワ　ノブタカ 福岡支部

藤本　泰一 フジモト　ヒロカズ 福岡支部

藤本　政孝 フジモト　マサタカ 福岡支部

藤本　充孝 フジモト　ミツタカ 福岡支部

堀田　陽之丞 ホリタ　ハルノジョウ 福岡支部

松永　颯太 マツナガ　ソウタ 福岡支部

松本　錬 マツモト　レン 福岡支部

三明　奏斗 ミアケ　カナト 福岡支部

三明　勇斗 ミアケ　ユウト 福岡支部

三浦　大輔 ミウラ　ダイスケ 福岡支部

宮里　端 ミヤサト　ナオ 福岡支部

村上　洋代 ムラカミ　ヒロヨ 福岡支部

村田　愛純 ムラタ　アスミ 福岡支部

村田　哲成 ムラタ　テッセイ 福岡支部

室井　剛志 ムロイ　ツヨシ 福岡支部

森藤　心琴 モリフジ　ミコト 福岡支部

森部　央介 モリベ　オウスケ 福岡支部

森部　春 モリべ　ハル 福岡支部

森部　文太 モリベ　ブンタ 福岡支部

森本　紗妃 モリモト　サキ 福岡支部

森本　大聖 モリモト　タイセイ 福岡支部

保武　世良 ヤスタケ　セラ 福岡支部

保武　大生 ヤスタケ　タイセイ 福岡支部

山口　紘輝 ヤマグチ　ヒロキ 福岡支部

山中　朗弘 ヤマナカ　アキヒロ 福岡支部

吉田　陽太 ヨシダ　ヒナタ 福岡支部
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小林　祐花 コバヤシ　ユウカ 福島支部

古川　幹夫 フルカワ　ミキオ 福島支部

秋山　翔琉 アキヤマ　カイリ 兵庫中央支部

秋山　孝信 アキヤマ　タカノブ 兵庫中央支部

稲脇　孝介 イナワキ　コウスケ 兵庫中央支部

大橋　伊織 オオハシ　イオリ 兵庫中央支部

大橋　主税 オオハシ　チカラ 兵庫中央支部

甲斐田　虎我 カイダ　コウガ 兵庫中央支部

甲斐田　彪我 カイダ　ヒュウガ 兵庫中央支部

岸本　瑛太 キシモト　エイタ 兵庫中央支部

岸本　晃成 キシモト　コウセイ 兵庫中央支部

志田　拓己 シダ　タクミ 兵庫中央支部

志田　遼 シダ　ハルカ 兵庫中央支部

菅原　萌夏 スガハラ　モア 兵庫中央支部

菅原　莉心 スガハラ　リト 兵庫中央支部

髙嶋　紗莉 タカシマ　サリ 兵庫中央支部

竹島　司 タケシマ　ツカサ 兵庫中央支部

中垣　頼人 ナカガキ　ヨリト 兵庫中央支部

本田　忠雅 ホンダ　タダマサ 兵庫中央支部

宮武　琉士 ミヤタケ　リュウジ 兵庫中央支部

森口　竜多 モリグチ　リョウタ 兵庫中央支部

伊藤　美幸 イトウ　ミユキ 北海道支部外舘道場

出間　桜冴 イズマ　オウガ 北海道手塚道場

出間　桜音 イズマ　サクネ 北海道手塚道場

松本　陸 マツモト　リク 北海道手塚道場

松本　一希 マツモト　カズキ 北海道函館道場

松本　康希 マツモト　コウキ 北海道函館道場

大西　栄慶 オオニシ　エイケイ 和歌山支部

大西　慶歩 オオニシ　チカホ 和歌山支部

門田　麻世 カドタ　マヨ 和歌山支部

繁田　幸英 シゲタ　コウエイ 和歌山支部

角野　将太 スミノ　ソウタ 和歌山支部

谷本　妃佑 タニモト　ヒユ 和歌山支部

出口　鉄平 デグチ　テッペイ 和歌山支部

中内　功大 ナカウチ　コウタ 和歌山支部

福竹　隆之介 フクタケ　リュウノスケ 和歌山支部

藤本　紀龍 フジモト　キリュウ 和歌山支部

町田　成矢 マチダ　ナルヤ 和歌山支部

町田　実央 マチダ　ミオ 和歌山支部

山田　遥輝 ヤマダ　ハルキ 和歌山支部

吉田　惇誠 ヨシダ　ジュンセイ 和歌山支部
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