
カラテドリームフェスティバル2020全国大会

 受付完了選手（選手）　※大会の申し込みは締め切りました。

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出場選手リストを1月22日（金）に所属長へメールにてお送り致します。

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。

⑤本修正期間は1月22日（金）-1月28日（木）までです。選手は必ず本期間内に所属長へお伝えください。

氏名 フリガナ 所属流派団体名

篠崎　弘之 シノザキ　ヒロユキ 芦原会館　千葉支部

深沢　優斗 フカザワ　ユウト 岩崎空手

古矢　聖人 フルヤ　マサト 岩崎空手

柏田　篤志 カシワダ　アツシ 義和流拳法

柏田　詩織 カシワダ　シオリ 義和流拳法

柏田　悠花 カシワダ　ユウカ 義和流拳法

中村　隼翔 ナカムラ　ハヤト 義和流拳法

福島　古都 フクシマ　コト 義和流拳法

福島　千代 フクシマ　チヨ 義和流拳法

井口　結月 イグチ　ユヅキ 久保田道場

上地　一琉 ウエチ　イチル 久保田道場

内田　全祗 ウチダ　ゼンジ 久保田道場

大田　一ノ輔 オオタ　イチノスケ 久保田道場

大田　ひより オオタ　ひより 久保田道場

水谷　藍 ミズタニ　アイ 久保田道場

水谷　翔 ミズタニ　ショウ 久保田道場

五十嵐　慶翔 イガラシ　ケイト 宮城空手道北峰会　足立支部

笹井　啓太 ササイ　ケイタ 極真会館　横浜田中道場

笹井　陽子 ササイ　ヨウコ 極真会館　横浜田中道場

篠田　和成 シノダ　カズナリ 極真会館　横浜田中道場

渡邉　幸之助 ワタナベ　サノスケ 極真会館　横浜田中道場

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

柴崎　心希 シバサキ　シキ 極真会館　世界総極真　釘嶋道場

諏訪本　わかな スワモト　ワカナ 極真会館　世界総極真　釘嶋道場

高橋　有沙 タカハシ　アリサ 極真会館宮城県本部

各務　壮祐 カカム　ソウスケ 極真会館浜井派　愛知石川道場

坊下　琥太朗 ボウシタ　コタロウ 極真会館浜井派　石川県支部

坊下　凛太朗 ボウシタ　リンタロウ 極真会館浜井派　石川県支部

1/10



君塚　翔太 キミヅカ　ショウタ 極真会館浜井派　東京本部

佐藤　琉海 サトウ　ルカ 極真会館浜井派　東京本部

本橋　理樹 モトハシ　リキ 極真会館浜井派　東京本部

石綿　千乃 イシワタ　チノ 極真空手　礼心會

井村　隆 イムラ　タカシ 極真空手　六本木同好会

岡部　健一郎 オカベ　ケンイチロウ 極真空手　六本木同好会

中澤　正吾 ナカザワ　ショウゴ 極真空手　六本木同好会

野口　正太郎 ノグチ　ショウタロウ 極真空手　六本木同好会

早川　勝 ハヤカワ　スグル 極真空手　六本木同好会

春名　克俊 ハルナ　カツトシ 極真空手　六本木同好会

船田　大 フナダ　ダイ 極真空手　六本木同好会

守屋　光興 モリヤ　ミツオキ 極真空手　六本木同好会

山﨑　淳一 ヤマサキ　ジュンイチ 極真空手　六本木同好会

相川　実黎 アイカワ　ミレイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

市川　音和 イチカワ　トワ 極真拳武會　さいたま浦和支部

岡本　東真 オカモト　ハルマ 極真拳武會　さいたま浦和支部

小熊　幸明 オグマ　コウメイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

小熊　宗明 オグマ　ソウメイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

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

木村　優香 キムラ　ユウカ 極真拳武會　さいたま浦和支部

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

塩川　懸唯 シオカワ　カイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

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

髙野　快斗 タカノ　ハヤト 極真拳武會　さいたま浦和支部

滝本　恵介 タキモト　ケイスケ 極真拳武會　さいたま浦和支部

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

中村　啓汰 ナカムラ　ケイタ 極真拳武會　さいたま浦和支部

中村　琉惺 ナカムラ　リュウセイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

長谷川　桃子 ハセガワ　モモコ 極真拳武會　さいたま浦和支部

長谷川　陽祐 ハセガワ　ヨウスケ 極真拳武會　さいたま浦和支部

門馬　凛志 モンマ　リンジ 極真拳武會　さいたま浦和支部

吉倉　巧翔 ヨシクラ　タクト 極真拳武會　さいたま浦和支部

和田　凜太郎 ワダ　リンタロウ 極真拳武會　さいたま浦和支部

齋藤　志貴 サイトウ　シキ 極真拳武會　蒲田支部

齋藤　桜舞 サイトウ　オオマ 極真拳武會　埼京・城北支部

齋藤　心望 サイトウ　コノン 極真拳武會　埼京・城北支部
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青木　悠隼 アオキ　ヒサト 極真拳武會　城南品川支部

髙橋　聖 タカハシ　セイ 極真拳武會　城南品川支部

中澤　拓海 ナカザワ　タクミ 極真拳武會　城南品川支部

行川　健 ナメカワ　タケシ 極真拳武會　城南品川支部

佐竹　泰典 サタケ　ヤスノリ 極真拳武會　城南品川支部　

岩永　虎丸 イワナガ　トラマル 極真拳武會　川崎元住吉支部

手塚　蒼真 テヅカ　ソウマ 極真拳武會　川崎元住吉支部

中尾　泰輝 ナカオ　タイキ 極真拳武會　川崎元住吉支部

西口　結子 ニシグチ　ユイコ 極真拳武會　川崎元住吉支部

宮本　笑門 ミヤモト　エモン 極真拳武會　川崎元住吉支部

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

平山　晴菜 ヒラヤマ　ハルナ 極真拳武會　長原・石川台支部

山﨑　明日香 ヤマザキ　アスカ 極真拳武會　長原・石川台支部

對馬　龍成 ツシマ　リュウセイ 極真拳武會　平和島支部

森　愛理紗 モリ　アリサ 極真拳武會　平和島支部

森　由里愛 モリ　ユリア 極真拳武會　平和島支部

赤羽根　慧俊 アカバネ　アキタカ 極真拳武會　目黒江東支部

遠藤　杏莉 エンドウ　アンリ 極真拳武會　目黒江東支部

遠藤　楓太 エンドウ　フウタ 極真拳武會　目黒江東支部

塩崎　愛子 シオサキ　アイコ 極真拳武會　目黒江東支部

清水　強 シミズ　ツヨシ 極真拳武會　目黒江東支部

鶴ケ崎　哲之 ツルガサキ　テツユキ 極真拳武會　目黒江東支部

中内　士道 ナカウチ　シドウ 極真拳武會　目黒江東支部

仲道　啓佑 ナカミチ　ケイスケ 極真拳武會　目黒江東支部

三浦　正智 ミウラ　マサトモ 極真拳武會　目黒江東支部

三嶋　葵 ミシマ　アオイ 極真拳武會　目黒江東支部

早坂　公朗 ハヤサカ　キミオ 空手同好会　突蹴会　荒井吾妻山道場

山崎　大輔 ヤマザキ  ダイスケ 空手道　己道塾　山崎道場

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

石塚　生恵 イシズカ　イクエ 空手道　新武会

岩滝　紗寧 イワタキ　スズネ 空手道　新武会

小室　漣音 コムロ　レント 空手道　新武会

門之園　美莉愛 カドノソノ　ミリア 空手道MAC　川崎宮前平道場

門之園　龍我 カドノソノ　リュウガ 空手道MAC　川崎宮前平道場

坂本　みゆき サカモト　ミユキ 空手道MAC　川崎宮前平道場

梅ヶ迫　哲治 ウメガサコ　テツジ 空手道天翔塾

秋葉　竜之介 アキバ　リュウノスケ 空手道無限勇進会
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大場　孔揮 オオバ　コウキ 空手道無限勇進会

渋谷　優河 シブヤ　ユウガ 空手道無限勇進会

高村　子浩 タカムラ　コヒロ 空手道無限勇進会

長谷川　凰星 ハセガワ　コウセイ 空手道無限勇進会

林　龍之介 ハヤシ　リュウノスケ 空手道無限勇進会

三ヶ島　源 ミカシマ　ゲン 空手道無限勇進会

三ヶ島　小夏 ミカシマ　コナツ 空手道無限勇進会

三ヶ島　なな ミカシマ　なな 空手道無限勇進会

三ヶ島　玲奈 ミカシマ　レナ 空手道無限勇進会

加藤　陽生 カトウ　ハルキ 空會館

中島　初椛 ナカシマ　イチカ 空會館

西山　空那 ニシヤマ　ソナ 空會館

藤原　快吏 フジハラ　カイリ 空會館

藤原　熙乃 フジハラ　キナイ 空會館

山本　勇心 ヤマモト　ユウシン 空會館

山本　恋次 ヤマモト　レンジ 空會館

内田　麻希 ウチダ　マキ 慧眼道場

伊藤　聖菜 イトウ　セナ 拳王道

早河　優空 ハヤカワ　ユア 拳王道

平松　空翔 ヒラマツ　クウト 拳実会

辻　浩優 ツジ　ヒロマサ 拳蹴武会　中島道場

葛西　恵人 カサイ　ケイト 拳心会館

葛西　詩奈 カサイ　シイナ 拳心会館

井上　豪 イノウエ　ゴウ 光誠会

井上　友梨香 イノウエ　ユリカ 光誠会

酒井　充 サカイ　ミツル 光誠会

田中　一誠 タナカ　イッセイ 光誠会

戸田　水蓮 トダ　スイレン 光誠会

戸田　龍将 トダ　リュウショウ 光誠会

戸田　龍水 トダ　リュウスイ 光誠会

佐々木　正知 ササキ　マサトモ 佐々木道場

佐々木　望花 ササキ　モカ 佐々木道場

安藝　飛雄馬 アキ　ヒュウマ 桜塾

安藝　龍雄馬 アキ　リョウマ 桜塾

阿部　英明 アベ　ヒデアキ 桜塾

石野　まこと イシノ　マコト 桜塾

伊藤　大稀 イトウ　ダイキ 桜塾

岩永　勝亮 イワナガ　ショウスケ 桜塾
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岩永　唯伽 イワナガ　ユイカ 桜塾

氏原　陸登 ウジハラ　リクト 桜塾

岡田　凌平 オカダ　リョウヘイ 桜塾

笠原　蒼平 カサハラ　ソウヘイ 桜塾

加藤　琉雅 カトウ　リュウガ 桜塾

小島　蕉也 コジマ　ショウヤ 桜塾

小島　澪 コジマ　レイ 桜塾

鈴木　騎士 スズキ　ナイト 桜塾

代　源 ダイ　ゲン 桜塾

代　靖睿 ダイ　セイエイ 桜塾

髙橋　苺愛 タカハシ　マイア 桜塾

竹下　愛恭 タケシタ　ウキョウ 桜塾

竹中　希羽 タケナカ　ノワ 桜塾

中村　海晴 ナカムラ　カイセイ 桜塾

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

夏目　玲皇 ナツメ　レオ 桜塾

夏目　玲菜 ナツメ　レナ 桜塾

鳴海　咲太 ナルミ　サクタ 桜塾

鳴海　颯太 ナルミ　ソウタ 桜塾

藤田　琥也 フジタ　コウヤ 桜塾

丸本　依央奈 マルモト　イオナ 桜塾

森岡　彩来 モリオカ　サキ 桜塾

森岡　翔 モリオカ　ショウ 桜塾

柳田　凌央 ヤナギダ　リョオ 桜塾

渡邉　藍 ワタナベ　アイ 桜塾

池田　暖 イケダ　ハル 四葉会

池田　恋 イケダ　レン 四葉会

可知　来生 カチ　クウ 四葉会

小泉　廉 コイズミ　レン 四葉会

末松　裕咲 スエマツ　ユサ 四葉会

堀越　頼暉 ホリコシ　ライキ 四葉会

堀越　稟翔 ホリコシ　リント 四葉会

間中　蒼 マナカ　ソウ 四葉会

尾﨑　威心 オサキ　イッサ 七州会　本部

酒井　希羽 サカイ　ノワ 七州会　本部

成田　薫実 ナリタ　クルミ 七州会　本部

丸茂　拓登 マルモ　タクト 七州会　本部
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丸茂　雄太 マルモ　ユウタ 七州会　本部

塩田　美梨　　 シオダ　ミリ 社団法人　極真会館　埼玉県木村道場

花香　琢磨 ハナカ　タクマ 社団法人　極真会館　埼玉県木村道場

福嶋　操堅 フクシマ　ソウケン 社団法人　極真会館　埼玉県木村道場

福嶋　同仁 フクシマ　ドウジン 社団法人　極真会館　埼玉県木村道場

渡邉　桜十郎 ワタナベ　オウジュウロウ 社団法人　極真会館　埼玉県木村道場

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

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

下田　まりあ シモダ　マリア 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

宇津木　耀祐 ウツキ　ヨウスケ 社団法人　極真会館　東京都佐藤道場

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

中村　真里 ナカムラ　マリ 社団法人　極真会館　東京都佐藤道場

林　莉希 ハヤシ　ライキ 社団法人　極真会館　東京都佐藤道場

山中　一成 ヤマナカ　イッセイ 社団法人　極真会館　東京都佐藤道場

阿部　りな アベ　リナ 修武會

網島　海 アミジマ　カイ 昭武館カラテ

内田　友和 ウチダ　トモカズ 昭武館カラテ

内田　悠々 ウチダ　ユユ 昭武館カラテ

白土　貴司 シラト　タカシ 昭武館カラテ

堀田　愛斗 ホリタ　マナト 昭武館カラテ

松橋　怜央 マツハシ　レオ 昭武館カラテ

安田　愛梨 ヤスダ　アイリ 昭武館カラテ

安田　朗德 ヤスダ　アキノリ 昭武館カラテ

安田　晴希 ヤスダ　ハルキ 昭武館カラテ

吉澤　龍之介 ヨシザワ　リュウノスケ 昭武館カラテ

渡辺　陽人 ワタナベ　ハルト 昭武館カラテ

胡田　瞳 エビスダ　ヒトミ 心温塾

胡田　裕美 エビスダ　ヒロミ 心温塾

大野　愛善 オオノ　アイゼン 心温塾

カステロ　愛子 カステロ　アイコ 心温塾

カステロ　虎太郎 カステロ　コタロウ 心温塾

カステロ　東馬 カステロ　トウマ 心温塾

カステロ　実里 カステロ　ミノリ 心温塾

黒沼　恵舞 クロヌマ　エマ 心温塾

黒沼　光彪 クロヌマ　コア 心温塾

佐藤　愛夏 サトウ　マナカ 心温塾

澤口　大辰 サワグチ　タイシン 心温塾

髙﨑　駿 タカサキ　シュン 心温塾
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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

五十嵐　唯郁 イガラシ　ユイカ 新格闘術　五十嵐道場

中村　翔真 ナカムラ　ショウマ 新誠會

中村　吏杏 ナカムラ　リアン 新誠會

伊藤　開 イトウ　カイ 真誠塾

桐原　歩夢 キリハラ　アユム 世界闘英館空手道

都築　莉玖 ツヅキ　リク 世界闘英館空手道

都築　梨那 ツヅキ　リナ 世界闘英館空手道

山内　竜徳 ヤマウチ　リュウトク 世界闘英館空手道

綾部　勇成 アヤベ　ユウセイ 正伝流空手道中村道場

児玉　英治 コダマ　エイジ 正伝流空手道中村道場

物永　正史 モノエイ　マサシ 正伝流空手道中村道場

木下　琴音 キノシタ　コトネ 誠真会館　秋津道場

木下　康夫 キノシタ　ヤスオ 誠真会館　秋津道場

木下　龍星 キノシタ　リュウセイ 誠真会館　秋津道場

長井　琥冴 ナガイ　クウゴ 誠真会館　秋津道場

高野　幸恵 タカノ　ユキエ 誠真会館　新座

小熊　拳世 オグマ　ケンセイ 善志会

水谷　義塁 ミズタニ　ギル 全真会館　中部本部

永井　樹 ナガイ　イツキ 総合空手道　神武館

前河　凜花 マエガワ　リンカ 大阪体育大学浪商高等学校空手道部

大鹿　倫毅 オオシカ　リンキ 大鹿道場

大鹿　烈毅 オオシカ　レツキ 大鹿道場

工藤　颯太 クドウ　ソウタ 大鹿道場

桜井　香太 サクライ　コウタ 大鹿道場

桜井　奏輔 サクライ　ソウスケ 大鹿道場

矢口　瑛斗 ヤグチ　エイト 大鹿道場

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

井上　耀広 イノウエ　アキヒロ 大場道場

今井　煌貴 イマイ　コウキ 大場道場

今井　惺梛 イマイ　セナ 大場道場

大竹　正希 オオタケ　マサキ 大場道場

大竹　真帆 オオタケ　マホ 大場道場

澤田　健誠 サワダ　ケンセイ 大場道場

澤田　悠誠 サワダ　ユウセイ 大場道場

三城　良依 サンジョウ　ライ 大場道場
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塩田　清続 シオタ　キヨツグ 大場道場

塩田　元弥 シオタ　モトヤ 大場道場

高須　春平 タカス　シュンペイ 大場道場

富岡　将之介 トミオカ　ショウノスケ 大場道場

細野　愁人 ホソノ　シュウト 大場道場

細谷　成 ホソヤ　ジョウ 大場道場

本多　虎太郎 ホンダ　コタロウ 大場道場

溝田　蒼介 ミゾタ　ソウスケ 大場道場

小嶋　隼飛 コジマ　ハヤト 谷岡道場

中岸　愛琉斗 ナカギシ　アルト 内田塾

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

佐藤　幸太郎 サトウ　コウタロウ 日本空手道神居塾

京口　総勝 キョウグチ　ソウショウ 日本空手道連盟　聖心會

南部　晴 ナンブ　ハル 日本空手連盟　誠真会館　杉並道場

本多　帝雅 ホンダ　タイガ 日本空手連盟　誠真会館　杉並道場

三澤　拓夢 ミサワ　タクム 日本空手連盟　誠真会館　杉並道場

正木　翔夢 マサキ　シオン 日本実戦空手道七州会　本部

南　友利葵 ミナミ　ユリア 白蓮会館　堺支部

石原　翔 イシハラ　ショウ 白蓮会館　湘南鎌倉支部

野見山　然宇 ノミヤマ　サリュウ 白蓮会館　湘南鎌倉支部

刀禰　篤丈 トネ　アツヒロ 白蓮会館　池田支部

鶴田　大洋 ツルタ　タイヨウ 白蓮会館　東京墨田支部

丸山　怜夏 マルヤマ　レナ 白蓮会館　東京墨田支部

道越　大地 ミチゴエ　ダイチ 白蓮会館　八尾西支部

諸井　陽 モロイ　ミナミ 函館空手スクール

諸井　嵐 モロイ　ラン 函館空手スクール

角田　ひより カクタ　ヒヨリ 飛馬道場

角田　漣 カクタ　レン 飛馬道場

梶　武蔵 カジ　ムサシ 飛馬道場

小泉　そら コイズミ　ソラ 飛馬道場

斎藤　絆菜 サイトウ　ハンナ 飛馬道場

武井　大将 タケイ　タイショウ 武将會　本部道場

武井　将志 タケイ　マサシ 武将會　本部道場

武井　桃子 タケイ　モモコ 武将會　本部道場

石黒　剛朗 イシグロ　タケオ 武心塾

井上　明仁 イノウエ　アキヒト 武心塾

肥沼　輝紘 コイヌマ　アキヒロ 武心塾

佐藤　一徳 サトウ　カズノリ 武心塾
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佐藤　育志 サトウ　ヤスシ 武心塾

茂野　幸史 シゲノ　コウジ 武心塾

本杉　進太郎 モトスギ　シンタロウ 武心塾

若佐　建輔 ワカサ　ケンスケ 武心塾

和知 　大樹 ワチ　タイキ 武心塾

佐野　鳳輝 サノ　フウキ 武道空手　練

篠原　昇利 シノハラ　ショウリ 武道空手　練

髙澤　登太 タカサワ　トウタ 武道空手　練

髙澤　登矢 タカサワ　トウヤ 武道空手　練

田熊　透 タクマ　トオル 武道空手　練

古谷　優空 フルヤ　ユウア 武道空手　練

三ヶ嶋　開 ミカシマ　カイ 武道空手　練

三ヶ嶋　陽 ミカシマ　ヨウ 武道空手　練

茂木　琉空斗 モギ　リクト 武道空手　練

石黒　心春 イシグロ　コハル 武立会館

石黒　蒼真 イシグロ　ソウマ 武立会館

石黒　紀之 イシグロ　ノリユキ 武立会館

岩尾　鉄 イワオ　テツ 武立会館

鴨宮　菜々花 カモミヤ　ナナカ 武立会館

木村　壮志 キムラ　ソウシ 武立会館

佐藤　梨奈 サトウ　リナ 武立会館

山口　叶来也 ヤマグチ　トキヤ 武立会館

井口　瑚々 イグチ　ココ 野地道場

井口　大也 イグチ　ダイヤ 野地道場

牛田　恵 ウシダ　メグミ 野地道場

小島　知己 オジマ　トモキ 野地道場

鄭　開成 テイ　カイセイ 野地道場

鄭　星来 テイ　セイラ 野地道場

豊嶋　宏明 トヨシマ　ヒロアキ 野地道場

長張　吏絵梨 ナガハリ　リエナ 野地道場

西原　航平 ニシハラ　コウヘイ 野地道場

丹生谷　凌大 ニュウノヤ　リオ 野地道場

野本　瑛 ノモト　アキラ 野地道場

橋本　綾人 ハシモト　アヤト 野地道場

畑邉　学斗 ハタベ　ガクト 野地道場

濱田　瑛龍 ハマダ　エイタツ 野地道場

村谷　謙澄 ムラタニ　ケント 野地道場

加藤　颯 カトウ　ソウ 優至会　酒井道場
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加藤　椿 カトウ　ツバキ 優至会　酒井道場

加藤　蓮 カトウ　レン 優至会　酒井道場

金澤　晴凪 カナザワ　セナ 優至会　酒井道場

岡部　優輝 オカベ　ユウキ 優至会　塚本道場

小川　こゆき オガワ　コユキ 優至会　塚本道場

風間　琉太郎 カザマ　リュウタロウ 優至会　塚本道場

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

山崎　遥菜 ヤマザキ　ハルナ 優至会　塚本道場

笹野　朝日 ササノ　アサヒ 優至会　渡部道場

稲実　翔 イナミ　ショウ 優至会　北海酒井道場

立花　ひまり タチバナ　ヒマリ 優至会　北海酒井道場

小林　秀太郎 コバヤシ　シュウタロウ 勇誠会

橋本　龍之介 ハシモト　リュウノスケ 勇誠会

酒井　暖 サカイ　ハル 立志会

酒井　陽向 サカイ　ヒナタ 立志会

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

吉武　大空 ヨシタケ　ソラ 立志会

関戸　優翔 セキド　ユウ 髙橋塾

牧野　悠生 マキノ　ユウセイ 髙橋塾

牧野　凛功 マキノ　リク 髙橋塾

石黒　達男 イシグロ　タツオ 髙橋道場

石塚　璃音 イシヅカ　リオ 髙橋道場

市川　怜奈 イチカワ　レナ 髙橋道場

岡部　琥汰朗 オカベ　コタロウ 髙橋道場

岡部　翔央 オカベ　ショウ 髙橋道場

重富　世那 シゲトミ　セナ 髙橋道場

髙橋　和久 タカハシ　カズヒサ 髙橋道場

立原　光太 タチハラ　コウタ 髙橋道場

山本　浬 ヤマモト　カイリ 髙橋道場

山本　亮 ヤマモト　リョウ 髙橋道場

菊地　小次郎 キクチ　コジロウ 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

大多和　星也 オオタワ　セイヤ KWF極真会館

砂田　祥吾 スナダ　ショウゴ ビクトリーカラテスクール
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