
カラテドリームフェスティバル2021全国大会

 受付完了選手　※2021年9月16日　13：00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(～9/26)終了後、修正期間を設けますので、本期間に支部長・道場長のみが行えます。

④情報の修正がある場合は、必ず支部長・道場長にご連絡ください。

⑤次回の掲載は9月21日(火)を予定しております。

氏名 フリガナ 支部道場名

秋　樂人 アキ　ガクト 福岡支部

秋　弓樂 アキ　ユウラ 福岡支部

足立　海音 アダチ　カイト 厚木・赤羽支部

安孫子　将太 アビコ　ショウタ 東京山手支部

天野　瑞姫 アマノ　ミズキ 愛知中央支部

安﨑　百春 アンザキ　モモハル 兵庫中央支部

安藤　翔 アンドウ　ショウ 東京山手支部

飯干　誠人 イイボシ　マコト 福岡支部

稲田　清令 イナダ　スミレ 大阪北摂支部

指宿　真里恵 イブスキ　マリエ 世田谷杉並支部

今泉　龍翔 イマイズミ　リュウト 福岡支部

上原　蒼志 ウエハラ　ソウシ 沖縄支部

上本　賢二 ウエモト　ケンジ 広島支部

浦畑　陽人 ウラハタ　ハルト 京都南支部

榎本　慶岳 エノモト　ヨシタカ 和歌山支部

扇谷　卓哉 オウギタニ　タクヤ 大阪北支部

大田　竜馬 オオタ　リョウマ 大阪なにわ城北道場

大坪　星太 オオツボ　セイタ 福岡支部

大西　唯斗 オオニシ　ユイト 神奈川東横浜支部

大西　琉佑希 オオニシ　ルウキ 和歌山支部

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

小野　貴洋 オノ　タカヒロ 福岡支部

川北　理紗 カワキタ　リサ 沖縄支部

川名　一丸 カワナ　イチマル 神奈川東横浜支部

川端　皇成 カワバタ　コウセイ 兵庫中央支部

北代　健太 キタシロ　ケンタ 福岡支部

北村　十威 キタムラ　トオイ 神奈川東横浜支部

鬼頭　宗佑 キトウ　ソウスケ 沖縄支部

木下　直哉 キノシタ　ナオヤ 愛知中央支部

桑原　輝秋 クワハラ　テルアキ 福岡支部
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桑原　春華 クワハラ　ハルカ 福岡支部

後藤　夏樹 ゴトウ　ナツキ 東京ベイ港支部

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　翔 コバヤシ　カケル 神奈川東横浜支部

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

近藤　翔流 コンドウ　カケル 大阪東部支部

坂井　杏奈 サカイ　アンナ 千葉南支部

坂井　虎一郎 サカイ　コイチロウ 千葉南支部

佐藤　朔 サトウ　サク 福岡支部

佐野　颯 サノ　ハヤテ 東京豊島支部

塩野　多由 シオノ　カズヨシ 大阪なにわ城北道場

四宮　矢馬人 シノミヤ　ヤマト 兵庫中央支部

嶋田　悦正 シマダ　ヨシマサ 栃木支部

志村　佳 シムラ　ケイ 江戸川道場

志村　羚 シムラ　レイ 江戸川道場

下村　健太 シモムラ　ケンタ 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

申　麒植 シン　キシ 南大阪支部

神保　智 ジンボ　マサト 茨城県央支部

杉本　雅浩 スギモト　マサヒロ 佐賀筑後支部

杉本　悠樹 スギモト　ユウキ 兵庫中央支部

鈴木　成実 スズキ　ナルミ 厚木・赤羽支部

鈴木　仁菜 スズキ　ニイナ 愛知中央支部

鈴木　未紘 スズキ　ミヒロ 厚木・赤羽支部

髙木　裕人 タカギ　ヒロト 東京豊島支部

高山　東弥 タカヤマ　トウヤ 兵庫中央支部

竹川　俊寛 タケガワ　トシヒロ 奈良支部

田中　咲 タナカ　サク 東京豊島支部

田辺　真凛 タナベ　マリン 厚木・赤羽支部

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

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

津村　秀男 ツムラ　ヒデオ 福岡支部

出口　結絆 デグチ　ユウキ 和歌山支部
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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

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

友井　仁 トモイ　ヒトシ 福岡支部

中尾　栞一朗 ナカオ　カンイチロウ 江戸川道場

仲里　宗佑 ナカザト　ソウスケ 練馬島本道場

中村　旭希 ナカムラ　アサキ 大阪なにわ城北道場

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

那須　奎太 ナス　ケイタ 千葉南支部

西井　雄二 ニシイ　ユウジ 大分県央支部

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

西川　虎太朗 ニシカワ　コタロウ 兵庫中央支部

西丸　太一 ニシマル　タイチ 香川中央支部

貫　煌介 ヌキ　コウスケ 栃木支部

貫　結愛 ヌキ　ユア 栃木支部

野田　敦彦 ノダ　アツヒコ 京都南支部

羽鳥　咲紀 ハトリ　サキ 厚木・赤羽支部

花岡　誉來 ハナオカ　タカラ 徳島北東あわじ支部

羽生　龍二 ハニュウ　リュウジ 埼玉中央道場

濵中　秀明 ハマナカ　ヒデアキ 和歌山支部

早井　律生 ハヤイ　リツキ 大阪神戸湾岸支部

林　陽菜 ハヤシ　ヒヨナ 香川中央支部

半晴　優禮 ハンセイ　ユウト 福岡支部

平栗　永琉 ヒラグリ　エル 沖縄支部

福井　真弓 フクイ　マユミ 愛知中央支部

藤木　英寿 フジキ　ヒデヒサ 愛知中央支部

藤田　晋太朗 フジタ　シンタロウ 大阪神戸湾岸支部

藤平　諒真 フジヒラ　リョウマ 神奈川東横浜支部

堀之内　陽逞 ホリノウチ　ヨウタ 鹿児島支部

前田　逞翔 マエダ　タクト 厚木・赤羽支部

前原　進 マエハラ　ススム 厚木・赤羽支部

益野　康平 マスノ　コウヘイ 大阪北支部

松下　依奈 マツシタ　エナ 和歌山支部

松原　瑠之介 マツバラ　リュウノスケ 東京ベイ港支部

松本　久貴 マツモト　ヒサタカ 広島支部

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
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三浦　絃正 ミウラ  ゲンセイ 兵庫中央支部

宮﨑　絆守 ミヤザキ　ハンジュ 福岡支部

森口　大輝 モリグチ　ハルキ 兵庫中央支部

森口　竜多 モリグチ　リョウタ 兵庫中央支部

柳澤　佑哉 ヤナギサワ　ユウヤ 群馬支部

山口　玄太郎 ヤマグチ　ゲンタロウ 静岡支部

山下　瑛士 ヤマシタ　エイト 愛知中央支部

山下　隼汰 ヤマシタ　シュンタ 香川中央支部

山下　颯志郎 ヤマシタ　ソウシロウ 川崎東湘南支部

山下　颯太朗 ヤマシタ　ソウタロウ 愛知中央支部

山下　花 ヤマシタ　ハナ 川崎東湘南支部

山田　このみ ヤマダ　コノミ 兵庫中央支部

山田　皐 ヤマダ　サツキ 愛知中央支部

山田　鉄弥 ヤマダ　テツヤ 大阪西支部

山之内　翔哉 ヤマノウチ　ショウヤ 大阪神戸湾岸支部

山之内　晴哉 ヤマノウチ　セイヤ 大阪神戸湾岸支部

山本　彩結 ヤマモト　アユナ 大阪北摂支部

山本　輝仁 ヤマモト　キラト 大阪北摂支部

山本　一夢 ヤマモト　ヒトム 大阪北摂支部

山本　美凰 ヤマモト　ミオ 徳島北東あわじ支部

横田　陸 ヨコタ　リク 江戸川道場

吉田　にこ ヨシダ　ニコ 沖縄支部

米村　陽向 ヨネムラ　ヒュウガ 福岡支部

林　世真 リン　セジン 厚木・赤羽支部

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
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