
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21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。

⑤次回の掲載は9月24日(金)を予定しております。

氏名 フリガナ 所属流派団体名

秋田　竜之介 アキタ　リュウノスケ 五十嵐道場

五十嵐　唯郁 イガラシ　ユイカ 五十嵐道場

井口　結月 イグチ　ユヅキ 久保田道場

池田　幸大 イケダ　コウダイ 拳実会

石神　心 イシガミ　シン 正道会館　総本部

石川　夏漣 イシカワ　カレン 白蓮会館　池田支部

石黒　心春 イシグロ　コハル 武立会館

石黒　剛朗 イシグロ　タケオ 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

伊藤　開 イトウ　カイ 真誠塾

稲垣　遥 イナガキ　ハル 一光会館

稲垣　ゆの イナガキ　ユノ 一光会館

井上　仁翔 イノウエ　マサト 拳実会

今北　風晴 イマキタ　フウセイ 全真会館　阿倍野本部

今北　勇心 イマキタ　ユウシン 全真会館　阿倍野本部

梅ヶ迫　哲治 ウメガサコ　テツジ 空手道天翔塾

大浴　元気 オオサコ　ゲンキ 正道会館　高雄道場

大浴　剣心 オオサコ　ケンシン 正道会館　高雄道場

大西　泰地 オオニシ　タイチ 光武会館

大貫　昭仁 オオヌキ　アキヒト 髙橋道場

大場　心遥 オオバ　コハル 大場道場

大山　晃生 オオヤマ　コウセイ 大山道場

大利　誠 オオリ　マコト 拳星會

岡部　健一郎 オカベ　ケンイチロウ 極真空手　六本木同好会

岡部　翔央 オカベ　ショウ 髙橋道場

岡本　東真 オカモト　ハルマ 極真拳武會　さいたま浦和支部

尾﨑　威心 オサキ　イッサ 七州会　本部

尾﨑　心奏 オサキ　モカ 七州会　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
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笠原　蒼平 カサハラ　ソウヘイ 桜塾

加藤　陽生 カトウ　ハルキ 空會館

金澤　晴凪 カナザワ　セナ 優至会　酒井道場

鎌田　凌真 カマダ　リョウマ 眞琉會

神谷　有樹彦 カミヤ　ユキヒコ 岐神空手

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

川人　茂樹 カワヒト　モトキ 魚本流空手拳法連盟

川村　拓久心 カワムラ　タクミ 勇誠会

北野　浩輝 キタノ　コウキ 一光会館

桐原　歩夢 キリハラ　アユム 世界闘英館空手道

桑野　寧 クワノ　ネイ 修慧会

桑野　瑠 クワノ　ルイ 修慧会

河野　真心 コウノ　マナト 白蓮会館　池田支部

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

小坂　鈴乃 コザカ　リンノ 正樹道場

小嶋　隼飛 コジマ　ハヤト 谷岡道場

小松　佳苗 コマツ　カナエ 新格闘技　空手道　遂心塾

酒井　充 サカイ　ミツル 光誠会

坂本　爽竜 サカモト　ソウリュウ 白蓮会館　羽曳野支部

指江　咲妃 サシエ　サキ 正樹道場

佐藤　育志 サトウ　ヤスシ 武心塾

佐野　鳳輝 サノ　フウキ 武道空手　練

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

篠崎　弘之 シノザキ　ヒロユキ 芦原会館　千葉支部

菅原　隆博 スガワラ　タカヒロ 優至会　塚本道場

洲﨑　耕太郎 スサキ　コウタロウ 正樹道場

髙橋　和久 タカハシ　カズヒサ 髙橋道場

髙橋　苺愛 タカハシ　マイア 桜塾

田熊　透 タクマ　トオル 武道空手　練

竹下　愛恭 タケシタ　ウキョウ 桜塾

竹永　美渚 タケナガ　ミオ 桜塾

竹永　龍也 タケナガ　リュウヤ 桜塾

田中　琢夢 タナカ　タクム 空會館

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

辻西　由登 ツジニシ　ユト 全真会館　阿倍野本部

中　竜馬 ナカ　リョウマ 全真会館　阿倍野本部
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中川　隆之助 ナカガワ　リュウノスケ 一光会館

長山　拳悟 ナガヤマ　ケンゴ 正樹道場

名越　大翔 ナゴシ　ヤマト 仁聖会

奈良　幸明 ナラ　コウメイ 魚本流空手拳法連盟

奈良　優寿貴 ナラ　ユズキ 魚本流空手拳法連盟

成田　陸翔 ナリタ　リクト 拳実会

野﨑　颯斗 ノザキ　リュウト 正樹道場

野瀬　喜平 ノセ　キッペイ 正樹道場

橋本　龍之介 ハシモト　リュウノスケ 勇誠会

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

服部　愛夢 ハットリ　アム 武神　佐藤道場

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

原口　大輝 ハラグチ　ダイキ 白蓮会館　池田支部

原田　吉治 ハラダ　ヨシハル 一光会館

春名　克俊 ハルナ　カツトシ 極真空手　六本木同好会

平木　桂子 ヒラキ　ケイコ 白蓮会館　池田支部

平木　亮宇 ヒラキ　リョウ 白蓮会館　池田支部

深沢　優斗 フカザワ　ユウト 岩崎空手

細谷　成 ホソヤ　ジョウ 大場道場

松田　知津 マツダ　チズ 優至会　渡部道場

丸本　依央奈 マルモト　イオナ 桜塾

南方　海至人 ミナカタ　カイト 勇誠会

向山　莉央 ムカイヤマ　リオ 優至会　渡部道場

森本　隆之助 モリモト　リュウノスケ 魚本流空手拳法連盟

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　光希 ヤスダ　コウキ 昭武館カラテ

安田　晴希 ヤスダ　ハルキ 昭武館カラテ

山口　叶来也 ヤマグチ　トキヤ 武立会館

山崎　大輔 ヤマザキ  ダイスケ 空手道　己道塾　山崎道場

山崎　龍之介 ヤマザキ　リュウノスケ 尚道館

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

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
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