
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支部道場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。

⑥システム移行期間中の為、江戸川道場は東京東支部、大阪なにわ城北道場は大阪北支部となっております。

氏名 フリガナ 支部道場名

天野　瑞姫 アマノ　ミズキ 愛知中央支部

石黒　幹大 イシグロ　カンタ 愛知中央支部

石黒　晴葵 イシグロ　ハルキ 愛知中央支部

石野　誠 イシノ　マコト 愛知中央支部

石原　陸 イシハラ　リク 愛知中央支部

伊勢　倖之介 イセ　コウノスケ 愛知中央支部

伊勢　良啓 イセ　ヨシヒロ 愛知中央支部

伊藤　聖真 イトウ　ショウマ 愛知中央支部

鵜飼　治貴 ウカイ　ハルキ 愛知中央支部

梅原　蒼平 ウメハラ　ソウヘイ 愛知中央支部

江崎　善太 エサキ　ゼンタ 愛知中央支部

岡田　全史 オカダ　タケシ 愛知中央支部

岡田　真弓禾 オカダ　マユカ 愛知中央支部

小澤　大祐 オザワ　ダイスケ 愛知中央支部

勝谷　奏海 カツヤ　カナタ 愛知中央支部

勝谷　遥斗 カツヤ　ハルト 愛知中央支部

勝谷　梨生 カツヤ　リク 愛知中央支部

門岡　レオナルド カドオカ　レオナルド 愛知中央支部

神谷　脩介 カミヤ　シュウスケ 愛知中央支部

木下　直哉 キノシタ　ナオヤ 愛知中央支部

久保　昊志朗 クボ　コウシロウ 愛知中央支部

久保　翔大朗 クボ　ショウタロウ 愛知中央支部

藏本　清史郎 クラモト　キヨシロウ 愛知中央支部

黒田　蒼 クロダ　アオイ 愛知中央支部

小林　侑真 コバヤシ　ユウマ 愛知中央支部

佐藤　玲恩 サトウ　レオン 愛知中央支部

志水　和朗 シミズ　カズオ 愛知中央支部

白井　敦温 シライ　アツハル 愛知中央支部
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菅谷　俐駆 スガヤ　リク 愛知中央支部

菅谷　漣佑 スガヤ　レンスケ 愛知中央支部

鈴木　愛心 スズキ　アイミ 愛知中央支部

鈴木　あかり スズキ　アカリ 愛知中央支部

早田　大牙 ソウダ　タイガ 愛知中央支部

田中　詩乃 タナカ　シノ 愛知中央支部

田中　八雲 タナカ　ヤクモ 愛知中央支部

田中　琉樹 タナカ　リュウキ 愛知中央支部

田端　夏芽 タバタ　ナツメ 愛知中央支部

田端　莉茄 タバタ　リカ 愛知中央支部

土岐　つばさ トキ　ツバサ 愛知中央支部

土岐　剛 トキ　ツヨシ 愛知中央支部

永井　海音 ナガイ　カノン 愛知中央支部

長嶺　愛花 ナガミネ　マナカ 愛知中央支部

長嶺　琉青 ナガミネ　リュウセイ 愛知中央支部

野村　太志 ノムラ　フトシ 愛知中央支部

長谷川　央侍 ハセガワ　エイジ 愛知中央支部

畠中　春真 ハタナカ　ハルマ 愛知中央支部

畠中　もみじ ハタナカ　モミジ 愛知中央支部

原　鼓太朗 ハラ　コタロウ 愛知中央支部

原　鼓童 ハラ　コドウ 愛知中央支部

広井　孝臣 ヒロイ　タカトミ 愛知中央支部

広田　陸斗 ヒロタ　リクト 愛知中央支部

福井　真弓 フクイ　マユミ 愛知中央支部

福田　和彦 フクダ　カズヒコ 愛知中央支部

増田　充央 マスダ　ジュオ 愛知中央支部

松井　勇磨 マツイ　ユウマ 愛知中央支部

松浦　永遠 マツウラ　トワ 愛知中央支部

宮腰　彪雅 ミヤコシ　ヒュウガ 愛知中央支部

宮腰　ゆりあ ミヤコシ　ユリア 愛知中央支部

山下　颯太朗 ヤマシタ　ソウタロウ 愛知中央支部

山田　皐 ヤマダ　サツキ 愛知中央支部

三上　汰明 ミカミ　タアキ 愛媛支部

小田切　創太 オダギリ　ソウタ 茨城県央支部

笠井　政志 カサイ　マサシ 茨城県央支部

川崎　学 カワサキ　マナブ 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
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鈴木　秀樹 スズキ　ヒデキ 茨城県央支部

中村　真聡 ナカムラ　マサトシ 茨城県央支部

根本　昌紀 ネモト　マサノリ 茨城県央支部

浜松　鉄平 ハママツ　テッペイ 茨城県央支部

平山　裕翔 ヒラヤマ　ユウト 茨城県央支部

町田　巧 マチダ　タクミ 茨城県央支部

町田　音羽 マチダ　トワ 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

阿部　葵心 アベ　キシン 奄美支部

栄　丈太郎 サカエ　ジョウタロウ 奄美支部

栄　龍斗 サカエ　リュウト 奄美支部

平　香里奈 タイラ　カリナ 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

松井　理馬 マツイ　リマ 奄美支部

満　貴生翔 ミツ　キイト 奄美支部

義永　虎玄 ヨシナガ　コゲン 奄美支部

義永　テア ヨシナガ　テア 奄美支部

田中　利奈 タナカ　リナ 岡山東支部

柚木　一乃 ユノキ　イチノ 岡山東支部

江口　洋哉 エグチ　ヒロヤ 沖縄支部

佐藤　宏飛 サトウ　ヒロタカ 沖縄支部

波多野　景人 ハタノ　ケイト 沖縄支部

平栗　永琉 ヒラグリ　エル 沖縄支部

吉田　にこ ヨシダ　ニコ 沖縄支部

和﨑　光成 ワサキ　コウダイ 沖縄支部

小池　飛真 コイケ　アスマ 岐阜支部

小池　夏向 コイケ　カナタ 岐阜支部

小森　繁光 コモリ　シゲミツ 岐阜支部

小森　柊獅 コモリ　トウシ 岐阜支部

小森　光 コモリ　ライト 岐阜支部

佐野　翔吾 サノ　ショウゴ 岐阜支部

田中　祐雅 タナカ　ユウガ 岐阜支部

津村　勇輝 ツムラ　ユウキ 岐阜支部

永田　匡 ナガタ　タダス 岐阜支部

田中　秀篤 タナカ　ヒデアツ 吉祥寺杉原道場
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辻　照彦 ツジ　テルヒコ 吉祥寺杉原道場

本間　秀樹 ホンマ　ヒデキ 吉祥寺杉原道場

山中　岳之 ヤマナカ　タケユキ 吉祥寺杉原道場

池田　陸 イケダ　リク 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

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

鈴木　琉世 スズキ　リュウセイ 宮城支部

石浦　秀人 イシウラ　ヒデト 京都南支部

表　涼生 オモテ　リョウセイ 京都南支部

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

剣持　虎徹 ケンモチ　コテツ 群馬支部

小林　輝空 コバヤシ　ソラ 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

善如寺　信哉 ゼンニョジ　シンヤ 群馬支部

髙橋　耕介 タカハシ　コウスケ 群馬支部

萩原　湊 ハギワラ　ソウ 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

山中　仁 ヤマナカ　ヒトシ 群馬支部

吉田　大偉夢 ヨシダ　タイム 群馬支部

浅見　州悟 アサミ　シュウゴ 厚木・赤羽支部

足立　海音 アダチ　カイト 厚木・赤羽支部

池上　巴菜 イケガミ　ヒナ 厚木・赤羽支部

石田　珂音 イシダ　カノン 厚木・赤羽支部

石田　颯天 イシダ　ハヤテ 厚木・赤羽支部

稲　大和 イネ　ヤマト 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

越前谷　雄志 エチゼンヤ　ユウジ 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

柿沼　栄輝 カキヌマ　エイキ 厚木・赤羽支部
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金沢　治輝 カナザワ　ハルキ 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　幸 カワタ　サチ 厚木・赤羽支部

木塚　康之祐 キヅカ　コウノスケ 厚木・赤羽支部

木塚　結咲 キヅカ　ユメ 厚木・赤羽支部

児玉　琉莉 コダマ　ルリ 厚木・赤羽支部

小林　凌馬 コバヤシ　リョウマ 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

佐藤　惺 サトウ　シズカ 厚木・赤羽支部

白川　煌樹 シラカワ　コウキ 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

時田　琥太朗 トキタ　コタロウ 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

中村　優希 ナカムラ　ユウキ 厚木・赤羽支部

長山　心波 ナガヤマ　ココナ 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

坂内　凛太郎 バンナイ　リンタロウ 厚木・赤羽支部

氷室　佑隼 ヒムロ　ユウト 厚木・赤羽支部

平山　蒼 ヒラヤマ　ソウ 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

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

林　世真 リン　セジン 厚木・赤羽支部

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

鈴木　来飛 スズキ　ライト 広島支部
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古庄　正樹 フルショウ　マサキ 広島支部

羽原　繁 ハバラ　シゲル 香川中央支部

川島　光貴 カワシマ　コウキ 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

武市　天太 タケチ　テンタ 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

杉本　雅浩 スギモト　マサヒロ 佐賀筑後支部

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

稲葉　太一 イナバ　タイチ 埼玉大宮西支部

上原　将心 ウエハラ　マサムネ 埼玉大宮西支部

太田　沙月 オオタ　サツキ 埼玉大宮西支部

菊地　陸斗 キクチ　リクト 埼玉大宮西支部

小坂　丈 コサカ　ジョウ 埼玉大宮西支部

小嶋　萌子 コジマ　モコ 埼玉大宮西支部

田野　海晴 タノ　カイセイ 埼玉大宮西支部

徳田　悠星 トクダ　ユウセイ 埼玉大宮西支部

戸嶋　康人 トシマ　ヤスヒト 埼玉大宮西支部

野内　海翔 ノウチ　カイト 埼玉大宮西支部

塙　一輝 ハナワ　カズキ 埼玉大宮西支部

塙　悠希 ハナワ　ユウキ 埼玉大宮西支部

細田　奏志 ホソダ　ソウシ 埼玉大宮西支部

細田　玲志 ホソダ　レイシ 埼玉大宮西支部

細谷　誉 ホソヤ　ホマレ 埼玉大宮西支部

前田　煌虎 マエダ　キラト 埼玉大宮西支部

前田　力毅 マエダ　リキ 埼玉大宮西支部

松井　蒼空 マツイ　ソラ 埼玉大宮西支部

松澤　きく乃 マツザワ　キクノ 埼玉大宮西支部

山本　詩衣 ヤマモト　シイ 埼玉大宮西支部

若山　未月 ワカヤマ　ミヅキ 埼玉大宮西支部

秋元　治 アキモト　オサム 埼玉中央道場

朝妻　幸平 アサヅマ　コウヘイ 埼玉中央道場

荒木　遼太郎 アラキ　リョウタロウ 埼玉中央道場

五十嵐　虹心 イガラシ　ニコ 埼玉中央道場

井澤　海十 イザワ　カイト 埼玉中央道場
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石井　浩二 イシイ　コウジ 埼玉中央道場

伊藤　明生 イトウ　メイ 埼玉中央道場

上野　大地 ウエノ　ダイチ 埼玉中央道場

碓井　颯斗 ウスイ　ハヤト 埼玉中央道場

碓井　陸斗 ウスイ　リクト 埼玉中央道場

内野　暁斗 ウチノ　アキト 埼玉中央道場

大野　匡陽 オオノ　マサヤ 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

河井　開 カワイ　ハルキ 埼玉中央道場

神田　真之介 カンダ　シンノスケ 埼玉中央道場

菊地　顕 キクチ　ケン 埼玉中央道場

木村　仁彦 キムラ　サネヒコ 埼玉中央道場

小見　一平 コミ　イッペイ 埼玉中央道場

込山　瑠 コミヤマ　ルイ 埼玉中央道場

佐藤　大成 サトウ　タイセイ 埼玉中央道場

島﨑　剛一 シマザキ　コウイチ 埼玉中央道場

杉山　隆河 スギヤマ　リュウガ 埼玉中央道場

杉山　ろみ スギヤマ　ロミ 埼玉中央道場

砂山　椋 スナヤマ　リョウ 埼玉中央道場

相馬　竜玖 ソウマ　タツヒサ 埼玉中央道場

高橋　昌也 タカハシ　マサヤ 埼玉中央道場

十枝内　舞凜 トシナイ　マリン 埼玉中央道場

中村　芽衣沙 ナカムラ　メイサ 埼玉中央道場

中村　友莉亜 ナカムラ　ユリア 埼玉中央道場

並木　琉志 ナミキ　リュウシ 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

野田　聡平 ノダ　ソウヘイ 埼玉中央道場

野田　雄平 ノダ　ユウヘイ 埼玉中央道場

波田野　和奏 ハタノ　ワカナ 埼玉中央道場

羽生　七海 ハニュウ　ナナミ 埼玉中央道場

羽生　龍二 ハニュウ　リュウジ 埼玉中央道場

林　柚生斗 ハヤシ　ユイト 埼玉中央道場

原田　海翔 ハラダ　カイト 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
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毛利　悠馬 モウリ　ユウマ 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

谷津　光祐 ヤツ　コウスケ 埼玉中央道場

谷津　祐香 ヤツ　ユウカ 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

五十嵐　和幸 イガラシ　カズユキ 埼玉武蔵支部

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

加藤　渚 カトウ　ナギサ 埼玉武蔵支部

加藤　凌 カトウ　リョウ 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

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

坂巻　杏奈 サカマキ　アンナ 埼玉武蔵支部

篠江　将尚 シノエ　ノブタカ 埼玉武蔵支部

篠江　宥輝 シノエ　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　新太 ホリグチ　アラタ 埼玉武蔵支部

堀口　心莉 ホリグチ　ミレイ 埼玉武蔵支部

堀口　来希 ホリグチ　ライキ 埼玉武蔵支部

山崎　大弥 ヤマザキ　ダイヤ 埼玉武蔵支部

山崎　麻由 ヤマザキ　マユ 埼玉武蔵支部

山崎　唯華 ヤマザキ　ユイカ 埼玉武蔵支部

片山　哲也 カタヤマ　テツヤ 三重中央支部

岸江　藍沙 キシエ　アイサ 三重中央支部

岸江　璃人 キシエ　リヒト 三重中央支部

脇田　辰夫 ワキタ　タツオ 三重中央支部

久保田　舟哉 クボタ　シュウヤ 山口中央支部

藏川　空 クラカワ　ソラ 山口中央支部

寺田　琉愛 テラダ　ルア 山口中央支部

松浦　孔英 マツウラ　コウエイ 山口中央支部

居嶋　大吾 イジマ　ダイゴ 滋賀中央支部

岡村　星那 オカムラ　セナ 滋賀中央支部

笠原　陽真 カサハラ　ハルマ 滋賀中央支部
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正垣　遼真 ショウガキ　リョウマ 滋賀中央支部

遠江　大 トウエ　ススム 滋賀中央支部

堂坂　晄太 ドウサカ　コウタ 滋賀中央支部

堂坂　知里 ドウサカ　チサト 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

堀之内　陽逞 ホリノウチ　ヨウタ 鹿児島支部

篠崎　大和 シノザキ　ヤマト 鹿児島中央支部

竹島　雅之 タケシマ　マサユキ 鹿児島中央支部

井上　知優 イノウエ　ハルマ 湘南支部

慶田　晟太郎 ケイダ　ジョウタロウ 湘南支部

齋藤　央貴 サイトウ　オウキ 湘南支部

坂田　惇浩 サカタ　アツヒロ 湘南支部

坂田　ありさ サカタ　アリサ 湘南支部

坂田　丈陽 サカタ　トモハル 湘南支部

藤川　虎太郎 フジカワ　コタロウ 湘南支部

稲森　久広 イナモリ　ヒサヒロ 新潟支部

加藤　修一 カトウ　シュウイチ 新潟支部

藤元　琉心 フジモト　ルウジュ 新潟支部

藤元　蓮心 フジモト　レンジュ 新潟支部

山田　裕己 ヤマダ　ユウキ 新潟支部

渡辺　悠広 ワタナベ　ヒサヒロ 新潟支部

赤川　智子 アカガワ　トモコ 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

飯田　淳志 イイダ　アツシ 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

石月　風梧 イシヅキ　フウゴ 神奈川東横浜支部

板倉　正弥 イタクラ　セイヤ 神奈川東横浜支部

市川　紫暉 イチカワ　シキ 神奈川東横浜支部

市川　乃羽 イチカワ　ノワ 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

岩田　祐飛 イワタ　ユウヒ 神奈川東横浜支部

臼井　煌記 ウスイ　コウキ 神奈川東横浜支部

内野　心裕 ウチノ　ケイスケ 神奈川東横浜支部

内野　心結 ウチノ　ミユ 神奈川東横浜支部

宇野　太陽 ウノ　タイヨウ 神奈川東横浜支部
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梅澤　彩音 ウメザワ　アヤネ 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

太田　佐和子 オオタ　サワコ 神奈川東横浜支部

大西　唯斗 オオニシ　ユイト 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

岡田　興治 オカダ　コウジ 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

川名　一丸 カワナ　イチマル 神奈川東横浜支部

北原　達哉 キタハラ　タツヤ 神奈川東横浜支部

北村　十威 キタムラ　トオイ 神奈川東横浜支部

国広　梓 クニヒロ　アズサ 神奈川東横浜支部

黒澤　雄斗 クロサワ　ユウト 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

小林　優聖 コバヤシ　ユウセイ 神奈川東横浜支部

紺野　潤 コンノ　ジュン 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

齋木　ひなた サイキ　ヒナタ 神奈川東横浜支部

齋藤　壮太朗 サイトウ　ソウタロウ 神奈川東横浜支部

坂井　純一 サカイ　ジュンイチ 神奈川東横浜支部

坂部　琉星 サカベ　リュウセイ 神奈川東横浜支部

佐々木　陸斗 ササキ　リクト 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　宗太 サトウ　ソウタ 神奈川東横浜支部

城山　将悟 シロヤマ　ショウゴ 神奈川東横浜支部

城山　武輝 シロヤマ　タツキ 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

瀧口　陽斗 タキグチ　ハルト 神奈川東横浜支部

瀧口　雅斗 タキグチ　マサト 神奈川東横浜支部

竹内　瞭太 タケウチ　リョウタ 神奈川東横浜支部

武田　豊 タケダ　ユタカ 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

舘　香奈多 タチ　カナタ 神奈川東横浜支部

舘　伯澄 タチ　ハスミ 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

千田　真之介 チダ　シンノスケ 神奈川東横浜支部

陳　未穎 チン　ミエイ 神奈川東横浜支部
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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

寺尾　卓也 テラオ　タクヤ 神奈川東横浜支部

ＤＯ　ＮＨＡＴＭＩＮＨ ドー　ニャットミィン 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

二本木　祐輝 ニホンギ　ユウキ 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

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

林　杏輔 ハヤシ　キョウスケ 神奈川東横浜支部

林　凌志 ハヤシ　リョウジ 神奈川東横浜支部

原　真優 ハラ　マユ 神奈川東横浜支部

平尾　杏奈 ヒラオ　アンナ 神奈川東横浜支部

平尾　匠真 ヒラオ　ショウマ 神奈川東横浜支部

平出　大知 ヒラデ　ダイチ 神奈川東横浜支部

平林　歩貴 ヒラバヤシ　ホタカ 神奈川東横浜支部

福島　照隆 フクシマ　テルタカ 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　夢月 フジナガ　ユヅキ 神奈川東横浜支部

藤平　諒真 フジヒラ　リョウマ 神奈川東横浜支部

藤本　桃夕 フジモト　モモユ 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

三宅　尚哉 ミヤケ　ナオヤ 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

森高　獅皇 モリタカ　レオ 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

山口　涼乃 ヤマグチ　スズノ 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　晃大朗 ヤマモト　コウタロウ 神奈川東横浜支部

横山　そら ヨコヤマ　ソラ 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　和眞 ヨシカワ　カズマ 神奈川東横浜支部
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吉川　幸輝 ヨシカワ　コウキ 神奈川東横浜支部

喜田　幸利 ヨシダ　ユキトシ 神奈川東横浜支部

吉野　大梧 ヨシノ　ダイゴ 神奈川東横浜支部

吉野　晴佳 ヨシノ　ハルカ 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

赤木　雅之 アカギ　マサユキ 世田谷・杉並支部

阿久津　太士朗 アクツ　タイシロウ 世田谷・杉並支部

飯嶋　颯良 イイジマ　ソラ 世田谷・杉並支部

飯嶋　陽菜 イイジマ　ハナ 世田谷・杉並支部

五十嵐　達也 イガラシ　タツヤ 世田谷・杉並支部

井出　唯翔 イデ　ユイト 世田谷・杉並支部

伊藤　煌彩 イトウ　コウサ 世田谷・杉並支部

指宿　真里恵 イブスキ　マリエ 世田谷・杉並支部

上ノ山　慎哉 ウエノヤマ　シンヤ 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

岡本　壮馬 オカモト　ソウマ 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

加藤　凛 カトウ　リン 世田谷・杉並支部

加納　英治 カノウ　エイジ 世田谷・杉並支部

川島　汐音 カワシマ　シオン 世田谷・杉並支部

川島　伶桜 カワシマ　レオ 世田谷・杉並支部

木山　和慶 キヤマ　カズヨシ 世田谷・杉並支部

黒田　祥ノ介 クロダ　ショウノスケ 世田谷・杉並支部

小島　夕奈 コジマ　ユウナ 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

コナテ　舞桜 コナテ　ムサ 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

庄司　航 ショウジ　コウ 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

鈴木　亮 スズキ　リョウ 世田谷・杉並支部

隅山　聡 スヤマ　サトシ 世田谷・杉並支部
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髙橋　毅慶 タカハシ　キキョウ 世田谷・杉並支部

高橋　純也 タカハシ　ジュンヤ 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

竹田　詩袈 タケダ　ウタカ 世田谷・杉並支部

武田　航希 タケダ　コウキ 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

只石　昌幸 タダイシ　マサユキ 世田谷・杉並支部

田中　新一郎 タナカ　シンイチロウ 世田谷・杉並支部

田中　裕規 タナカ　ユウキ 世田谷・杉並支部

田中　蓮也 タナカ　レンヤ 世田谷・杉並支部

谷﨑　泰心 タニサキ　タイシン 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

蓮沼　綾仁 ハスヌマ　アヤヒト 世田谷・杉並支部

平井　博之 ヒライ　ヒロシ 世田谷・杉並支部

星野　航希 ホシノ　コウキ 世田谷・杉並支部

堀江　拓也 ホリエ　タクヤ 世田谷・杉並支部

前山　亜杜武 マエヤマ　アトム 世田谷・杉並支部

増澤　蒼空 マスザワ　ソラ 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

三田　紗友梨 ミタ　サユリ 世田谷・杉並支部

皆川　陽一 ミナガワ　ヨウイチ 世田谷・杉並支部

宮内　亮治 ミヤウチ　リョウジ 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

宮野　樹 ミヤノ　イツキ 世田谷・杉並支部

宮本　果緒 ミヤモト　ミオ 世田谷・杉並支部

村上　和德 ムラカミ　カズノリ 世田谷・杉並支部

村上　侑大 ムラカミ　ユウタ 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

矢野　美里 ヤノ　ミサト 世田谷・杉並支部

山内　桂太 ヤマウチ　ケイタ 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

若栗　杷溜 ワカグリ　ハル 世田谷・杉並支部

和田　凌太 ワダ　リョウタ 世田谷・杉並支部
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渡辺　和志 ワタナベ　カズシ 世田谷・杉並支部

渡辺　優作 ワタナベ　ユウサク 世田谷・杉並支部

石田　スバル イシダ　スバル 西神奈川支部

大隅　裕 オオスミ　ユタカ 西神奈川支部

勝俣　佑哉 カツマタ　ユウヤ 西神奈川支部

櫻井　匡人 サクライ　タダヒト 西神奈川支部

沢井　凛音 サワイ　リオン 西神奈川支部

沢井　零音 サワイ　レイン 西神奈川支部

沢井　玲音 サワイ　レオン 西神奈川支部

島垣　陸 シマガキ　リク 西神奈川支部

下重　豪毅 シモジュウ　ゴウキ 西神奈川支部

杉田　誠 スギタ　マコト 西神奈川支部

髙木　颯真 タカギ　ソウマ 西神奈川支部

髙木　怜司 タカギ　レイジ 西神奈川支部

滝本　絢梨 タキモト　アヤナ 西神奈川支部

滝本　航大 タキモト　カズヒロ 西神奈川支部

滝本　真央 タキモト　マオ 西神奈川支部

滝本　善啓 タキモト　ヨシヒロ 西神奈川支部

田中　智可良 タナカ　チカラ 西神奈川支部

梨木　ビクトル望 ナシキ　ビクトルノゾミ 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

宮﨑　智貴 ミヤザキ　トモキ 西神奈川支部

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

板垣　直弘 イタガキ　ナオヒロ 静岡支部

伊藤　光希 イトウ　コウキ 静岡支部

大村　貴宣 オオムラ　タカノブ 静岡支部

大村　悠己 オオムラ　ハルキ 静岡支部

大村　優月 オオムラ　ユヅキ 静岡支部

岸良　景一朗 キシラ　ケイイチロウ 静岡支部

越田　力輝 コシタ　リキ 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

新見　陽仁 ニイミ　ハルヒト 静岡支部

増田　光輝 マスダ　コウキ 静岡支部

三觜　雄雅 ミツハシ　ユウガ 静岡支部

山口　玄太郎 ヤマグチ　ゲンタロウ 静岡支部
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吉山　昇希 ヨシヤマ　ショウキ 静岡支部

藍野　紫穏 アイノ　シオン 千葉南支部

内山　千織 ウチヤマ　チオリ 千葉南支部

鎌田　真聡 カマタ　マサト 千葉南支部

佐藤　晴太郎 サトウ　セイタロウ 千葉南支部

澤畠　莉希 サワハタ　リノ 千葉南支部

清水　知己 シミズ　ハルキ 千葉南支部

東谷　天飛 トウヤ　タカト 千葉南支部

東谷　天羅 トウヤ　タカラ 千葉南支部

徳永　京将 トクナガ　キョウスケ 千葉南支部

那須　奎太 ナス　ケイタ 千葉南支部

那須　翔太 ナス　ショウタ 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

蕨　大輔 ワラビ　ダイスケ 千葉南支部

蕨　翔和 ワラビ　トワ 千葉南支部

阿部　勝己 アベ　カツミ 千葉北支部

阿部　恭輔 アベ　キョウスケ 千葉北支部

新井　琥太郎 アライ　コタロウ 千葉北支部

海老原　昊 エビハラ　ソラ 千葉北支部

川島　芳輝 カワシマ　ヨシキ 千葉北支部

黒田　豊 クロダ　ユタカ 千葉北支部

鈴木　凛之介 スズキ　リンノスケ 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

長嶋　寿々子 ナガシマ　スズコ 千葉北支部

早坂　鎧 ハヤサカ　ガイ 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

矢野　創太 ヤノ　ソウタ 千葉北支部

渡辺　力 ワタナベ　ツトム 千葉北支部

今関　玲亜 イマセキ　レイア 川崎東湘南支部

金岡　陽大 カネオカ　ヨウタ 川崎東湘南支部

金城　健永 カネシロ　ケンエイ 川崎東湘南支部

須藤　あかり スドウ　アカリ 川崎東湘南支部

須藤　光太郎 スドウ　コウタロウ 川崎東湘南支部

千葉　虎海 チバ　タイガ 川崎東湘南支部

冨山　莉王 トミヤマ　リオ 川崎東湘南支部
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冨山　莉玖羽 トミヤマ　リクウ 川崎東湘南支部

西原　瑞姫 ニシハラ　ミズキ 川崎東湘南支部

山下　琥太郎 ヤマシタ　コタロウ 川崎東湘南支部

山下　颯志郎 ヤマシタ　ソウシロウ 川崎東湘南支部

吉田　優輝 ヨシダ　ユウキ 川崎東湘南支部

伊藤　裕介 イトウ　ユウスケ 総本部道場

香川　治 カガワ　オサム 総本部道場

川上　然 カワカミ　ゼン 総本部道場

菅　将文 カン　マサフミ 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

武田　浩樹 タケダ　ヒロキ 総本部道場

寺澤　樹 テラサワ　タツキ 総本部道場

寺澤　翼 テラサワ　ツバサ 総本部道場

中田　暁 ナカダ　アキラ 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

溝口　利英 ミゾグチ　トシヒデ 総本部道場

両角　康ノ介 モロズミ　コウノスケ 総本部道場

安井　隆志 ヤスイ　タカシ 総本部道場

横田　小夏 ヨコタ　コナツ 総本部道場

横田　大雅 ヨコタ　タイガ 総本部道場

渡邊　利生 ワタナベ　トシオ 総本部道場

鈴木　皓大 スズキ　コウダイ 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

小池　日悠 コイケ　ヒュウ 大阪西支部

谷猪　倖大 タニイ　コウダイ 大阪西支部

中岡　蓮 ナカオカ　レン 大阪西支部

西本　淳一 ニシモト　ジュンイチ 大阪西支部

西本　創磨 ニシモト　ソウマ 大阪西支部

西本　大樹 ニシモト　ダイキ 大阪西支部

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

吉田　龍示 ヨシダ　リュウジ 大阪西支部
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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

大木　咲由 オオキ　サユ 大阪東部支部

大木　大悟 オオキ　ダイゴ 大阪東部支部

北井　健瑠 キタイ　タケル 大阪東部支部

中岡　虹空 ナカオカ　ニコ 大阪東部支部

中田　博継 ナカタ　ヒロツグ 大阪東部支部

中田　芽衣 ナカタ　メイ 大阪東部支部

春山　詞音 ハルヤマ　シオン 大阪東部支部

堀江　俊明 ホリエ　トシアキ 大阪東部支部

村上　俊次 ムラカミ　シュンジ 大阪東部支部

村上　莉菜 ムラカミ　リナ 大阪東部支部

室井　青蓮 ムロイ　アレン 大阪東部支部

和泉田　真司 イズミダ　シンジ 大阪北支部

井出　弘治 イデ　コウジ 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

加世田　恵夢 カセダ　メグム 大阪北支部

川田　陸斗 カワタ　リクト 大阪北支部

国本　泰熙 クニモト　タイキ 大阪北支部

笹部　花香 ササベ　カノカ 大阪北支部

瀬戸口　幸大 セトグチ　コウタ 大阪北支部

角田　大地 ツノダ　タイチ 大阪北支部

角田　陽 ツノダ　ハル 大阪北支部

中島　健心 ナカジマ　ケンシン 大阪北支部

前田　麗亜 マエダ　ウルア 大阪北支部

前田　翔亜 マエダ　トア 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

森田　佳蓮 モリタ　カレン 大阪北支部

森田　智哉 モリタ　トモヤ 大阪北支部

川野　桃華 カワノ　モモカ 大分県央支部

西井　雄二 ニシイ　ユウジ 大分県央支部

松原　星愛 マツバラ　ソラ 大分県央支部

松原　花愛 マツバラ　ハナ 大分県央支部

西村　一彦 ニシムラ　カズヒコ 長崎支部

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
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堀米　雄樹 ホリゴメ　ユウキ 長野支部

泉　充弘 イズミ　ミツヒロ 東京お茶の水支部

井村　梨紗 イムラ　リサ 東京お茶の水支部

岩井田　徳雄 イワイダ　ノリオ 東京お茶の水支部

碓井　萌 ウスイ　ハジメ 東京お茶の水支部

折原　秀成 オリハラ　ヒデナリ 東京お茶の水支部

川井田　陶司 カワイダ　トウジ 東京お茶の水支部

川田　佳宙 カワタ　カヒロ 東京お茶の水支部

川田　清雅 カワタ　キヨマサ 東京お茶の水支部

久保田　侑樹 クボタ　ユウキ 東京お茶の水支部

黒澤　昌輝 クロサワ　マサキ 東京お茶の水支部

鈴木　勇人 スズキ　ハヤト 東京お茶の水支部

砂川　久美子 スナカワ　クミコ 東京お茶の水支部

瀬戸山　天椛 セトヤマ　テンカ 東京お茶の水支部

武弘　昇 タケヒロ　ジョウ 東京お茶の水支部

武弘　菜々 タケヒロ　ナナ 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

土　早苗 ツチ　サナエ 東京お茶の水支部

富塚　駿 トミヅカ　シュン 東京お茶の水支部

鳥越　大幹 トリゴエ　タイキ 東京お茶の水支部

永　亘佑 ナガ　コウスケ 東京お茶の水支部

間　康太郎 ハザマ　コウタロウ 東京お茶の水支部

馬場　大和 ババ　ヤマト 東京お茶の水支部

前田　遼河 マエダ　リョウガ 東京お茶の水支部

三村　優花 ミムラ　ユウカ 東京お茶の水支部

山本　誠一朗 ヤマモト　セイイチロウ 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

石井　瑛人 イシイ　エイト 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

伊藤　允英 イトウ　ノブヒデ 東京ベイ港支部

井原　港斗 イハラ　ミナト 東京ベイ港支部

大沢　翔 オオサワ　ショウ 東京ベイ港支部

大沢　彪 オオサワ　ヒュウ 東京ベイ港支部

太田　武 オオタ　タケル 東京ベイ港支部

大渕　史温 オオブチ　シオン 東京ベイ港支部

奥条　瑳京 オクジョウ　サキョウ 東京ベイ港支部

加藤　蹴葵 カトウ　カケリ 東京ベイ港支部
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加藤　来葵 カトウ　ライキ 東京ベイ港支部

神島　晋平 カミシマ　シンペイ 東京ベイ港支部

神谷　新太 カミヤ　アラタ 東京ベイ港支部

神谷　太頼 カミヤ　タイラ 東京ベイ港支部

倉澤　燿巌 クラサワ　テルミチ 東京ベイ港支部

小泉　怜生 コイズミ　レイ 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

後藤　一光 ゴトウ　カズミツ 東京ベイ港支部

小橋　咲子 コバシ　サキコ 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

庄司　聖真 ショウジ　セイマ 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

須山　陽登 スヤマ　アキト 東京ベイ港支部

須山　真希 スヤマ　マサキ 東京ベイ港支部

髙松　一喜 タカマツ　イツキ 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

竹田　壮志 タケダ　ソウシ 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

田中　賀久 タナカ　ガク 東京ベイ港支部

谷口　亜翠佳 タニグチ　アスカ 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

難波　晃彦 ナンバ　アキヒコ 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

東　雪江 ヒガシ　ユキエ 東京ベイ港支部

東　良成 ヒガシ　リョウセイ 東京ベイ港支部

HWANG　JEONGHEON ファン　ジョンホン 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

ヘレストノワ　オリガ ヘレストノワ　オリガ 東京ベイ港支部

松原　瑠之介 マツバラ　リュウノスケ 東京ベイ港支部

松本　俊太 マツモト　シュンタ 東京ベイ港支部

南田　英昭 ミナミダ　ヒデアキ 東京ベイ港支部

村上　四季 ムラカミ　シキ 東京ベイ港支部

薮崎　だりあ ヤブサキ　ダリア 東京ベイ港支部
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山内　理仁 ヤマウチ　リヒト 東京ベイ港支部

山﨑　知斉 ヤマザキ　トモナリ 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　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

伊藤　悠真 イトウ　ユウマ 東京佐伯道場

内山　謙 ウチヤマ　ケン 東京佐伯道場

梅木　晴十郎 ウメキ　セイジュウロウ 東京佐伯道場

大原　圭翔 オオハラ　ケイト 東京佐伯道場

大原　佑雛 オオハラ　ユウナ 東京佐伯道場

川口　佳祐 カワグチ　ケイスケ 東京佐伯道場

工藤　尚太 クドウ　ショウタ 東京佐伯道場

小林　朗 コバヤシ　アキラ 東京佐伯道場

小林　昂生 コバヤシ　コウセイ 東京佐伯道場

小林　侑生 コバヤシ　ユウセイ 東京佐伯道場

小松　誠汰郎 コマツ　セイタロウ 東京佐伯道場

坂本　武尊 サカモト　タケル 東京佐伯道場

佐藤　功二 サトウ　コウジ 東京佐伯道場

新原　健太郎 シンハラ　ケンタロウ 東京佐伯道場

田中　基貴 タナカ　モトキ 東京佐伯道場

津田　照大 ツダ　ショウタ 東京佐伯道場

西園　司 ニシゾノ　ツカサ 東京佐伯道場

深水　菜都 フカミズ　ナツ 東京佐伯道場

前田　遥斗 マエダ　ハルト 東京佐伯道場

三浦　大智 ミウラ　ダイチ 東京佐伯道場

村上　望 ムラカミ　ノゾム 東京佐伯道場

安藤　翔 アンドウ　ショウ 東京山手支部

池田　真紗斗 イケダ　マサト 東京山手支部

池田　美月 イケダ　ミツキ 東京山手支部

今井　幸治 イマイ　コウジ 東京山手支部

今井　幸村 イマイ　ユキムラ 東京山手支部

今西　祐之 イマニシ　ヒロユキ 東京山手支部

岩井　正太 イワイ　ショウタ 東京山手支部

宇佐美　大鳳 ウサミ　タイホウ 東京山手支部

大谷　紺 オオタニ　コン 東京山手支部
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何　宗毅 カ　シュンキ 東京山手支部

何　宗盛 カ　シュンセイ 東京山手支部

柏木　桜太郎 カシワギ　オウタロウ 東京山手支部

川口　裕二郎 カワグチ　ユウジロウ 東京山手支部

木村　隼斗 キムラ　ハヤト 東京山手支部

小泉　空 コイズミ　ソラ 東京山手支部

佐藤　結穂 サトウ　ユウホ 東京山手支部

下川　己撞 シモカワ　コドウ 東京山手支部

下野　駿 シモノ　シュン 東京山手支部

杉本　健真 スギモト　ケンシン 東京山手支部

髙橋　悠槻 タカハシ　ユツキ 東京山手支部

知識　和也 チシキ　カズヤ 東京山手支部

中里　心乃佑 ナカザト　シンノスケ 東京山手支部

長谷川　英紀 ハセガワ　ヒデキ 東京山手支部

日隈　伊吹 ヒグマ　イブキ 東京山手支部

松澤　旬馬 マツザワ　ジュンマ 東京山手支部

三浦　佑馬 ミウラ　ユウマ 東京山手支部

宮城　彰大 ミヤギ　アキヒロ 東京山手支部

村林　千紘 ムラバヤシ　チヒロ 東京山手支部

毛受　未来 メンジュ　ミク 東京山手支部

毛受　優衣 メンジュ　ユイ 東京山手支部

池田　慎哉 イケダ　シンヤ 東京四谷道場

青木　一真 アオキ　カズマ 東京城南川崎支部

青山　一也 アオヤマ　カズヤ 東京城南川崎支部

青山　聖矢 アオヤマ　セイヤ 東京城南川崎支部

赤木　藍治朗 アカギ　アイジロウ 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

赤木　向夏花 アカギ　ヒマリ 東京城南川崎支部

秋山　恭之介 アキヤマ　キョウノスケ 東京城南川崎支部

浅野　千晶 アサノ　チアキ 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

新井　更羽 アライ　サラハ 東京城南川崎支部

ANDIOC　MARIUS アンディオック　マリウス 東京城南川崎支部

生澤　良太 イケザワ　リョウタ 東京城南川崎支部

池田　洸諄 イケダ　アキト 東京城南川崎支部

石川　励 イシカワ　レイ 東京城南川崎支部

石橋　虎汰郎 イシバシ　コタロウ 東京城南川崎支部

井関　竜雅 イセキ　リョウガ 東京城南川崎支部
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磯田　紋太 イソダ　モンタ 東京城南川崎支部

一色　明希 イッシキ　ミツキ 東京城南川崎支部

伊妻　唯翔 イヅマ　ユイト 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　梨央 イトウ　リオ 東京城南川崎支部

井植　伊織 イノウエ　イオリ 東京城南川崎支部

井上　ほの花 イノウエ　ホノカ 東京城南川崎支部

岩﨑　将希 イワサキ　マサキ 東京城南川崎支部

上段　歩太 ウエダン　アユタ 東京城南川崎支部

宇佐美　太一 ウサミ　タイチ 東京城南川崎支部

碓井　彗史 ウスイ　サトシ 東京城南川崎支部

内山　喜博 ウチヤマ　ヨシヒロ 東京城南川崎支部

榎本　啓人 エノモト　ケイト 東京城南川崎支部

蛯沢　康仁 エビサワ　ヤスヒト 東京城南川崎支部

エリック　バット エリック　バット 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

大槻　成央 オオツキ　ジョウ 東京城南川崎支部

大沼　一歩 オオヌマ　イチホ 東京城南川崎支部

大山　雄太 オオヤマ　ユウタ 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

垣崎　拓人 カキザキ　タクト 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

蔭山　彩綺 カゲヤマ　サアヤ 東京城南川崎支部

蔭山　将慧 カゲヤマ　マサト 東京城南川崎支部

勝　卓也 カツ　タクヤ 東京城南川崎支部

金子　俊明 カネコ　トシアキ 東京城南川崎支部

金田　芳朋 カネダ　ヨシトモ 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

神嵜　昇吾 カンザキ　ショウゴ 東京城南川崎支部

神田　悠翔 カンダ　ハルト 東京城南川崎支部

菊田　好佑 キクタ　コウスケ 東京城南川崎支部

菊地　祐介 キクチ　ユウスケ 東京城南川崎支部

喜多　智章 キタ　トモフミ 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

北田　宗吾 キタダ　ソウゴ 東京城南川崎支部

日下　大雅 クサカ　タイガ 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
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上妻　悠聖 コウヅマ　ユウセイ 東京城南川崎支部

小柴　葵 コシバ　アオイ 東京城南川崎支部

後藤　光乃介 ゴトウ　コウノスケ 東京城南川崎支部

小林　心優 コバヤシ　コウ 東京城南川崎支部

小林　翔太 コバヤシ　ショウタ 東京城南川崎支部

小林　直樹 コバヤシ　ナオキ 東京城南川崎支部

小林　亮 コバヤシ　リョウ 東京城南川崎支部

駒井　真 コマイ　シン 東京城南川崎支部

佐竹　靖弘 サタケ　ヤスヒロ 東京城南川崎支部

佐藤　篤樹 サトウ　アツキ 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

信田　隆翔 シノダ　タカト 東京城南川崎支部

信田　隆彦 シノダ　タカヒコ 東京城南川崎支部

嶋多　勇吾 シマダ　ユウゴ 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

下山　琥太郎 シモヤマ　コタロウ 東京城南川崎支部

秦　健淳 シン　ケンジュン 東京城南川崎支部

菅野　一路 スガノ　イチロ 東京城南川崎支部

菅原　優愛 スガワラ　ユア 東京城南川崎支部

鈴木　幸太 スズキ　コウタ 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

関　隆之介 セキ　リュウノスケ 東京城南川崎支部

袖田　虎ノ助 ソデタ　トラノスケ 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　幸雅 タカハシ　コウガ 東京城南川崎支部

高橋　昊聖 タカハシ　コウセイ 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

千葉　広実 チバ　ヒロミ 東京城南川崎支部

出口　禎 デグチ　タダシ 東京城南川崎支部

寺澤　恵龍 テラサワ　ケイタツ 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

内藤　陸仁 ナイトウ　リクト 東京城南川崎支部

中島　叶夢 ナカジマ　カナム 東京城南川崎支部
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長濵　大明 ナガハマ　タイメイ 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

成田　挑 ナリタ　イドム 東京城南川崎支部

成田　晃誠 ナリタ　コウセイ 東京城南川崎支部

成田　聡 ナリタ　ソウ 東京城南川崎支部

西沢　隆翔 ニシザワ　リュウト 東京城南川崎支部

西村　飛香瑠 ニシムラ　ヒカル 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

野﨑　空 ノザキ　ソラ 東京城南川崎支部

馬場　宗佑 ババ　ソウスケ 東京城南川崎支部

浜田　一陽 ハマダ　カズヒ 東京城南川崎支部

原島　一翔 ハラシマ　カズト 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

原田　純志 ハラダ　アツシ 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

日置　莉子 ヒオキ　リコ 東京城南川崎支部

樋口　優太 ヒグチ　ユウタ 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

平山　径 ヒラヤマ　ケイ 東京城南川崎支部

平山　宏一 ヒラヤマ　コウイチ 東京城南川崎支部

平山　正太郎 ヒラヤマ　ショウタロウ 東京城南川崎支部

福原　悠臣 フクハラ　ハルオミ 東京城南川崎支部

福原　光将 フクハラ　ミツマサ 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

藤田　龍ノ介 フジタ　リュウノスケ 東京城南川崎支部

藤原　正人 フジワラ　マサト 東京城南川崎支部

古田　櫂理 フルタ　カイリ 東京城南川崎支部

星野　航 ホシノ　ワタル 東京城南川崎支部

堀田　孝紀 ホッタ　タカノリ 東京城南川崎支部

堀内　訓平 ホリウチ　クンペイ 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

蒔田　連丸 マキタ　レンマル 東京城南川崎支部

益子　湊介 マシコ　ソウスケ 東京城南川崎支部

松井　真柚 マツイ　マユ 東京城南川崎支部

松井　凜花 マツイ　リンカ 東京城南川崎支部

松家　明美 マツイエ　アケミ 東京城南川崎支部
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丸山　云颯 マルヤマ　イサ 東京城南川崎支部

宮ヶ谷　翔汰 ミヤガタニ　ショウタ 東京城南川崎支部

宮國　智羅咲 ミヤグニ　チラサ 東京城南川崎支部

三宅　優翔 ミヤケ　ユウト 東京城南川崎支部

深山　拓 ミヤマ　タク 東京城南川崎支部

村田　英嗣 ムラタ　ヒデツグ 東京城南川崎支部

森宮　勇希 モリミヤ　ユウキ 東京城南川崎支部

守本　蓮琉 モリモト　ハル 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

安広　光稀 ヤスヒロ　コウキ 東京城南川崎支部

矢作　和幸 ヤハギ　カズユキ 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

山木　遥奈 ヤマキ　ハルナ 東京城南川崎支部

山崎　陽太 ヤマザキ　ヨウタ 東京城南川崎支部

山田　啓一朗 ヤマダ　ケイイチロウ 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　飛雄馬 ヤマモト　ヒュウマ 東京城南川崎支部

芳垣　陽太 ヨシガキ　ハルタ 東京城南川崎支部

吉田　瑛人 ヨシダ　エイト 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

吉原　快 ヨシハラ　カイ 東京城南川崎支部

蓬田　竜平 ヨモギダ　タッペイ 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

安達　勇人 アダチ　ハヤト 東京中野道場

安達　瑠依 アダチ　ルイ 東京中野道場

荒井　高洋 アライ　タカヒロ 東京中野道場

上田　シャリフ龍三 ウエダ　シャリフリュウゾウ 東京中野道場

太田　夏羽 オオタ　ゲン 東京中野道場

大藤　毅彦 オオトウ　タケヒコ 東京中野道場

岡元　慶太 オカモト　ケイタ 東京中野道場

小澤　魁星 オザワ　カイセイ 東京中野道場

酒井　葉 サカイ　ヨウ 東京中野道場

佐藤　萌音 サトウ　モネ 東京中野道場

新田　雅子 ニッタ　マサコ 東京中野道場

樋口　譲 ヒグチ　ジョウ 東京中野道場

茂手木　麗 モテギ　レイ 東京中野道場

森重　琉眞 モリシゲ　リュウマ 東京中野道場
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山﨑　羽琉 ヤマザキ　ハル 東京中野道場

山中　琥太郎 ヤマナカ　コタロウ 東京中野道場

吉川　流正 ヨシカワ　リュウセイ 東京中野道場

木村　一真 キムラ　カズマ 東京町田保本道場

後藤　忠 ゴトウ　ナオ 東京町田保本道場

小松　希 コマツ　ヒカル 東京町田保本道場

坂本　龍星 サカモト　リュウセイ 東京町田保本道場

髙月　清史 タカツキ　キヨシ 東京町田保本道場

滝澤　将司 タキザワ　マサシ 東京町田保本道場

デレボー　クリスチャン デレボー　クリスチャン 東京町田保本道場

松本　将弥 マツモト　マサヤ 東京町田保本道場

脇谷　康陽 ワキヤ　コウヨウ 東京町田保本道場

脇谷　まひ子 ワキヤ　マイコ 東京町田保本道場

秋葉　理央奈 アキバ　リオナ 東京東支部

浅沼　心 アサヌマ　ココ 東京東支部

浅沼　天 アサヌマ　テン 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

荒井　龍 アライ　リュウ 東京東支部

ＡＮＤＲＡＳ　ＫＥＲＥＫＥＳ アンドラーシュ　ケレケシュ 東京東支部

石井　和希 イシイ　カズキ 東京東支部

石原　遼斗 イシハラ　ハルト 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

一色　陽平 イッシキ　ヨウヘイ 東京東支部

糸賀　睦稀 イトガ　ムツキ 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

岩本　結花 イワモト　ユナ 東京東支部

岩本　碧空 イワモト　リク 東京東支部

上西　彩琶 ウエニシ　イロハ 東京東支部

上西　晟久郎 ウエニシ　セイクロウ 東京東支部

江口　江美 エグチ　エミ 東京東支部

太田　剛旗 オオタ　ゴウキ 東京東支部

太田　澄弥 オオタ　トオヤ 東京東支部
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太田　陸翔 オオタ　リクト 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

大橋　正明 オオハシ　マサアキ 東京東支部

岡田　龍樹 オカダ　リュウキ 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

奥村　杏俐 オクムラ　アンリ 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

川﨑　凱斗 カワサキ　カイト 東京東支部

川﨑　陽斗 カワサキ　ハルト 東京東支部

木村　哉太 キムラ　カナタ 東京東支部

木村　拳 キムラ　ケン 東京東支部

木村　蓮 キムラ　レン 東京東支部

倉知　雅彦 クラチ　マサヒコ 東京東支部

幸治　龍之介 コウジ　リュウノスケ 東京東支部

肥田　大樹 コエダ　タイキ 東京東支部

小嶋　夏鈴 コジマ　カリン 東京東支部

小菅　雄貴 コスゲ　ユウキ 東京東支部

小宮山　琉翔 コミヤマ　リュウト 東京東支部

菰田　瑛斗 コモダ　エイト 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

齋藤　光太 サイトウ　コウタ 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

坂本　鉄芯 サカモト　テッシン 東京東支部

坂本　蘭 サカモト　ラン 東京東支部

ＳＡＴＶＩＫ　ＳＡＮＡＬ サツヴィク　サナル 東京東支部

佐藤　駆 サトウ　カケル 東京東支部

佐藤　澄空 サトウ　ソラ 東京東支部

佐藤　有将 サトウ　ユウスケ 東京東支部

ＳＨＥＶＣＨＥＮＫＯ　ＲＵＳＬＡＮ シェフチェンコ　ルスラン 東京東支部

柴田　航志 シバタ　コウシ 東京東支部
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柴田　拓弥 シバタ　タクヤ 東京東支部

末原　龍聖 スエハラ　リュウセイ 東京東支部

関　周作 セキ　シュウサク 東京東支部

染谷　奏音 ソメヤ　カノン 東京東支部

髙尾　シャロン タカオ　シャロン 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

瀧川　恵仁朗 タキカワ　ケイジロウ 東京東支部

瀧川　怜之介 タキカワ　リョウノスケ 東京東支部

竹内　勘人 タケウチ　カント 東京東支部

竹内　駿 タケウチ　シュン 東京東支部

田中　稜真 タナカ　リョウマ 東京東支部

千葉　一翔 チバ　イチト 東京東支部

趙　法然 チョウ　ホウゼン 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

ティルベンガダム　ヴァルン ティルベンガダム　ヴァルン 東京東支部

出目　哲哉 デメ　テツヤ 東京東支部

出目　宏 デメ　ヒロシ 東京東支部

遠田　竜司 トオダ　リュウジ 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

長阪　響 ナガサカ　ヒビキ 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　寛規 ナカムラ　ヒロキ 東京東支部

新島　浬 ニイジマ　カイリ 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

林　遼一郎 ハヤシ　リョウイチロウ 東京東支部

林　蓮士郎 ハヤシ　レンシロウ 東京東支部

平林　莉緒 ヒラバヤシ　リオ 東京東支部

福田　葵 フクダ　アオイ 東京東支部

福地　徹 フクチ　テツ 東京東支部

藤枝　果緒 フジエダ　カオ 東京東支部

藤枝　一也 フジエダ　カズヤ 東京東支部

藤枝　寛佑 フジエダ　カンスケ 東京東支部
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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

本多　乃瑛 ホンダ　ノエ 東京東支部

前田　幹太朗 マエダ　カンタロウ 東京東支部

前田　菊乃 マエダ　キクノ 東京東支部

増田　晟士 マスダ　マサヒト 東京東支部

松澤　貫生 マツザワ　カンキ 東京東支部

松田　湊 マツダ　ミナト 東京東支部

松原　丈一郎 マツバラ　ジョウイチロウ 東京東支部

三浦　徹也 ミウラ　テツヤ 東京東支部

三宅　皐太 ミヤケ　コウタ 東京東支部

宮司　和葵 ミヤジ　カズキ 東京東支部

宮田　龍之介 ミヤタ　リュウノスケ 東京東支部

宮本　修汰 ミヤモト　シュウタ 東京東支部

宮本　莉子 ミヤモト　リコ 東京東支部

三好　心 ミヨシ　シン 東京東支部

村田　惟斗 ムラタ　ユイト 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　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

山中　太陽 ヤマナカ　タイヨウ 東京東支部

山本　龍 ヤマモト　リュウ 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

ロワイエ　優心 ロワイエ　ユウゴ 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

阿南　理咲子 アナミ　リサコ 東京豊島支部

安藤　昂世 アンドウ　コウセイ 東京豊島支部

市川　剛 イチカワ　ゴウ 東京豊島支部

市川　昇 イチカワ　ショウ 東京豊島支部
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市川　展 イチカワ　テン 東京豊島支部

内田　翔 ウチダ　カケル 東京豊島支部

遠藤　蔵人 エンドウ　クラウド 東京豊島支部

遠藤　文人 エンドウ　モンド 東京豊島支部

大門　優里 オオカド　ユリ 東京豊島支部

大越　彩華 オオコシ　サヤカ 東京豊島支部

大越　将登 オオコシ　マサト 東京豊島支部

奥　一正 オク　カズマサ 東京豊島支部

奥　正真 オク　ショウマ 東京豊島支部

金澤　輝旺 カナザワ　テルオ 東京豊島支部

亀井　龍之介 カメイ　リュウノスケ 東京豊島支部

川﨑　隼輔 カワサキ　シュンスケ 東京豊島支部

川﨑　太輔 カワサキ　タイスケ 東京豊島支部

城戸　こころ キド　ココロ 東京豊島支部

木村　有里 キムラ　ユリ 東京豊島支部

小林　葵 コバヤシ　アオイ 東京豊島支部

斉藤　皓士 サイトウ　コウシ 東京豊島支部

斉藤　琴美 サイトウ　コトミ 東京豊島支部

佐伯　咲哉 サエキ　サクヤ 東京豊島支部

坂田　理 サカタ　オサム 東京豊島支部

坂田　大河 サカタ　タイガ 東京豊島支部

佐志田　ゆい サシダ　ユイ 東京豊島支部

佐藤　りさこ サトウ　リサコ 東京豊島支部

佐野　颯 サノ　ハヤテ 東京豊島支部

佐野　英雄 サノ　ヒデオ 東京豊島支部

柴田　航大 シバタ　コウタ 東京豊島支部

下田　理那 シモダ　リナ 東京豊島支部

白濱　航希 シラハマ　コウキ 東京豊島支部

新海　英史 シンカイ　エイシ 東京豊島支部

新海　莞史 シンカイ　カンシ 東京豊島支部

新海　薫史 シンカイ　クンシ 東京豊島支部

杉山　燿翼 スギヤマ　ヨウスケ 東京豊島支部

清野　彰子 セイノ　アキコ 東京豊島支部

髙木　春都 タカキ　ハルト 東京豊島支部

髙木　裕人 タカギ　ヒロト 東京豊島支部

髙橋　毅人 タカハシ　ヨシト 東京豊島支部

滝沢　果暖 タキザワ　カダン 東京豊島支部

滝沢　佑公 タキザワ　ユウク 東京豊島支部
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張　軒睿 チョウ　ケンアキラ 東京豊島支部

中野　ひより ナカノ　ヒヨリ 東京豊島支部

平井　秀瑛 ヒライ　シュウエイ 東京豊島支部

藤井　楓 フジイ　カエデ 東京豊島支部

藤井　光希 フジイ　ミツキ 東京豊島支部

星　景子 ホシ　ケイコ 東京豊島支部

星　芽里 ホシ　メイリ 東京豊島支部

星　椋太 ホシ　リョウタ 東京豊島支部

水野　博文 ミズノ　ヒロフミ 東京豊島支部

溝口　雄大 ミゾグチ　ユウダイ 東京豊島支部

安岡　由紀 ヤスオカ　ユキ 東京豊島支部

安岡　莉津 ヤスオカ　リツ 東京豊島支部

山崎　豊鐘 ヤマザキ　アツカネ 東京豊島支部

吉川　泰正 ヨシカワ　タイセイ 東京豊島支部

吉田　海優 ヨシダ　ミヒロ 東京豊島支部

小松　龍 コマツ　リュウ 東京北西支部

長友　竜輝 ナガトモ　タツキ 東京北西支部

新納　吾蓮 ニイロ　アレン 東京北西支部

遠藤　愛奈 エンドウ　アイナ 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　優斗 ゴトウ　ユウト 徳島北東あわじ支部

青木　康浩 アオキ　ヤスヒロ 栃木支部

畦池　姫歩 アゼチ　キホ 栃木支部

畦池　拓歩 アゼチ　タクホ 栃木支部

大内田　大河 オオウチダ　タイガ 栃木支部

大内田　大和 オオウチダ　ヤマト 栃木支部

金子　苺花 カネコ　モハナ 栃木支部

嶋田　悦正 シマダ　ヨシマサ 栃木支部

鈴木　結翔 スズキ　ユイト 栃木支部

瀬在　健介 セザイ　ケンスケ 栃木支部

五月女　葵信 ソウトメ　キシン 栃木支部

園田　彩人 ソノダ　アヤト 栃木支部

田島　花純 タジマ　カスミ 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

田中　嶺央 タナカ　ネオ 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
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寺口　潤 テラグチ　ジュン 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

貫　結菜 ヌキ　ユイナ 栃木支部

萩原　蛍音 ハギワラ　ケイト 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

南　歩里 ミナミ　アユリ 栃木支部

渡邊　暖己 ワタナベ　ハルキ 栃木支部

渡邊　雅己 ワタナベ　マサキ 栃木支部

老本　蓮叶 オイモト　レント 奈良支部

柴田　琉央 シバタ　リオ 奈良支部

荒川　大夢 アラカワ　ヒロム 南大阪支部

江里　智希 エリ　トモキ 南大阪支部

鈴木　祐誠 スズキ　ユウセイ 福井中央支部

青木　玖龍 アオキ　クリュウ 福岡支部

有馬　禅 アリマ　ゼン 福岡支部

飯干　誠人 イイボシ　マコト 福岡支部

井上　紗枝 イノウエ　サエ 福岡支部

井上　雄心 イノウエ　ユウシン 福岡支部

上田　彩乃 ウエダ　アヤノ 福岡支部

宇田川　克也 ウダガワ　カツヤ 福岡支部

宇田川　春稀 ウダガワ　ハルキ 福岡支部

江川　悠馬 エガワ　ユウマ 福岡支部

江永　仁 エナガ　ジン 福岡支部

小畑　創一朗 オバタ　ソウイチロウ 福岡支部

甲斐　舜也 カイ　シュンヤ 福岡支部

甲斐　隆也 カイ　リュウヤ 福岡支部

神園　秀虎 カミゾノ　ヒデトラ 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
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木原　悠寿 キハラ　ユジュ 福岡支部

工藤　丈誠 クドウ　ジョウセイ 福岡支部

古賀　絢音 コガ　アヤネ 福岡支部

古賀　健士朗 コガ　ケンシロウ 福岡支部

古賀　仁汰 コガ　ジンタ 福岡支部

古賀　凛太朗 コガ　リンタロウ 福岡支部

小林　樹生 コバヤシ　イツキ 福岡支部

財津　将章 ザイツ　マサアキ 福岡支部

篠原　智美 シノハラ　サトミ 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　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

世羅　羚泰 セラ　レイタ 福岡支部

竹﨑　真心 タケザキ　マコ 福岡支部

千葉　裕 チバ　ヒロシ 福岡支部

都地　諒 ツヂ　マコト 福岡支部

中﨑　偉月 ナカザキ　イツキ 福岡支部

中島　正和 ナカシマ　マサカズ 福岡支部

長野　琥朱 ナガノ　コア 福岡支部

中野　那音 ナカノ　ナオ 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

早麻　慎平 ハヤマ　シンペイ 福岡支部

原田　桃花 ハラダ　モモカ 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

久田　彰 ヒサダ　アキラ 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

廣瀬　陽向 ヒロセ　ヒュウガ 福岡支部

廣瀬　悠真 ヒロセ　ユウマ 福岡支部

藤河　将爵 フジカワ　ノブタカ 福岡支部

藤本　疾風 フジモト　ハヤテ 福岡支部

藤本　政孝 フジモト　マサタカ 福岡支部
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藤本　充孝 フジモト　ミツタカ 福岡支部

松田　睦太 マツダ　ムッタ 福岡支部

緑　晴 ミドリ　ハル 福岡支部

宮川　凛太郎 ミヤガワ　リンタロウ 福岡支部

宮﨑　絆守 ミヤザキ　ハンジュ 福岡支部

宮田　翔矢 ミヤタ　ショウヤ 福岡支部

宮田　龍成 ミヤタ　リュウセイ 福岡支部

宮本　守人 ミヤモト　マナト 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

森藤　心琴 モリフジ　ミコト 福岡支部

森部　文太 モリベ　ブンタ 福岡支部

矢野　凉音 ヤノ　リオト 福岡支部

山中　朗弘 ヤマナカ　アキヒロ 福岡支部

山野　翔平 ヤマノ　ショウヘイ 福岡支部

横島　玄武 ヨコシマ　ヒロム 福岡支部

吉田　暖人 ヨシダ　ハルト 福岡支部

吉田　陽太 ヨシダ　ヒナタ 福岡支部

渡部　一虎 ワタナベ　カズトラ 福岡支部

渡部　マキ ワタナベ　マキ 福岡支部

渡部　里杏奈 ワタナベ　リアナ 福岡支部

敦見　尚真 アツミ　ショウマ 兵庫中央支部

井上　誠介 イノウエ　セイスケ 兵庫中央支部

井上　龍成 イノウエ　リュウセイ 兵庫中央支部

大野　亜結 オオノ　アユ 兵庫中央支部

大野　富結 オオノ　フユ 兵庫中央支部

甲斐田　凰我 カイダ　オウガ 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

川端　皇成 カワバタ　コウセイ 兵庫中央支部

川端　莉緒 カワバタ　リオ 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

岸本　莉子 キシモト　リコ 兵庫中央支部

小林　大悟 コバヤシ　ダイゴ 兵庫中央支部

佐々木　賢雄 ササキ　ケンユウ 兵庫中央支部

菅原　莉心 スガハラ　リト 兵庫中央支部
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杉本　悠樹 スギモト　ユウキ 兵庫中央支部

鈴鹿　巧 スズカ　タクミ 兵庫中央支部

髙嶋　紗莉 タカシマ　サリ 兵庫中央支部

高山　東弥 タカヤマ　トウヤ 兵庫中央支部

竹内　極人 タケウチ　ムネト 兵庫中央支部

谷口　愛生 タニグチ　アイキ 兵庫中央支部

谷口　夢生 タニグチ　ユイキ 兵庫中央支部

豊福　駿介 トヨフク　シュンスケ 兵庫中央支部

古谷　侑大 フルタニ　ユウダイ 兵庫中央支部

本多　重翔 ホンダ　シゲト 兵庫中央支部

本多　良章 ホンダ　ヨシアキ 兵庫中央支部

三浦　絃正 ミウラ  ゲンセイ 兵庫中央支部

山田　このみ ヤマダ　コノミ 兵庫中央支部

吉野　蓮生 ヨシノ　レン 兵庫中央支部

出間　桜冴 イズマ　オウガ 北海道手塚道場

中平　承太郎 ナカヒラ　ジョウタロウ 北海道手塚道場

川島　光空斗 カワシマ　クウト 北海道函館道場

佐藤　愛虎 サトウ　アイト 北海道函館道場

白川　貴海 シラカワ　キナ 北海道函館道場

白川　李恋 シラカワ　リコ 北海道函館道場

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

上本　康太 ウエモト　コウタ 練馬島本道場

佐生　浩季 サショウ　コウキ 練馬島本道場

信田　茂章 シノダ　シゲアキ 練馬島本道場

島本　金太郎 シマモト　キンタロウ 練馬島本道場

藤原　崚祐 フジハラ　リョウスケ 練馬島本道場

岩本　佑生 イワモト　ユウ 和歌山支部

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

大西　琉佑希 オオニシ　ルウキ 和歌山支部

角野　将太 スミノ　ソウタ 和歌山支部

中内　功大 ナカウチ　コウタ 和歌山支部

永司　千乃城 ナガツカサ　ユキノジョウ 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

山田　遥輝 ヤマダ　ハルキ 和歌山支部
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