
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（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9月30日（木）に所属長へメールにて送信致します。

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修正期間は9月30日（木）-10月10日（日）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 支部道場名

浅野　拓海 アサノ　タクミ 愛知中央支部

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　結衣 イシハラ　ユイ 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　虎太朗 オザワ　コタロウ 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

佐藤　玲恩 サトウ　レオン 愛知中央支部

嶋津　龍仁 シマヅ　タツヒト 愛知中央支部
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将口　八重美 ショウグチ　ヤエミ 愛知中央支部

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

杉山　蒼真 スギヤマ　ソウマ 愛知中央支部

杉山　ゆいき スギヤマ　ユイキ 愛知中央支部

鈴木　仁菜 スズキ　ニイナ 愛知中央支部

鈴木　悠琉 スズキ　ハル 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

長嶺　琉青 ナガミネ　リュウセイ 愛知中央支部

野中　興聖 ノナカ　コウセイ 愛知中央支部

野村　柊士朗 ノムラ　シュウジロウ 愛知中央支部

長谷川　央侍 ハセガワ　エイジ 愛知中央支部

長谷川　璃來 ハセガワ　リラ 愛知中央支部

原　鼓童 ハラ　コドウ 愛知中央支部

原田　紗穂 ハラダ　サホ 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

福田　優衣那 フクダ　ユイナ 愛知中央支部

藤木　英寿 フジキ　ヒデヒサ 愛知中央支部

外園　恵都 ホカゾノ　ケイト 愛知中央支部

外園　都愛 ホカゾノ　トア 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　瑛士 ヤマシタ　エイト 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

吉村　萌 ヨシムラ　モエ 愛知中央支部

伊東　信二 イトウ　シンジ 愛媛支部

近藤　功 コンドウ　イサオ 愛媛支部

冨田　空琉 トミタ　クリュウ 愛媛支部

山下　蒼生 ヤマシタ　アオイ 愛媛支部

青山　春輝 アオヤマ　ハルキ 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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丸山　竣也 マルヤマ　シュンヤ 茨城県央支部

湯浅　才蔵 ユアサ　サイゾウ 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

勝田　忠広 カツダ　タダヒロ 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

芝山　かずや シバヤマ　カズヤ 奄美支部

平　香里奈 タイラ　カリナ 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

備前　翔太 ビゼン　ショウタ 奄美支部

備前　七海 ビゼン　ナナミ 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

片岡　里紗子 カタオカ　リサコ 岡山東支部

南　慎宜 ミナミ　シンギ 岡山東支部

南　悠真 ミナミ　ユウマ 岡山東支部

森本　英資 モリモト　ヒデシ 岡山東支部

吉森　天羽 ヨシモリ　アマネ 岡山東支部

石川　真悠 イシカワ　マナト 沖縄支部

上原　蒼志 ウエハラ　ソウシ 沖縄支部

上原　裕貴 ウエハラ　ユウキ 沖縄支部

江口　洋哉 エグチ　ヒロヤ 沖縄支部

高　鵬 ガオ　ポン 沖縄支部

高　与欣 ガオ　ユシン 沖縄支部

高　与晴 ガオ　ユハル 沖縄支部

川北　理紗 カワキタ　リサ 沖縄支部

鬼頭　宗佑 キトウ　ソウスケ 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　議宏 コウ　ノリヒロ 沖縄支部

中森　悠仁 ナカモリ　ハルヒト 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
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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

和﨑　光助 ワサキ　コウスケ 沖縄支部

和﨑　光成 ワサキ　コウダイ 沖縄支部

亀山　陽向 カメヤマ　ヒナタ 岐阜支部

川内　晴雄 カワウチ　ハルオ 岐阜支部

城戸　崇博 キド　タカヒロ 岐阜支部

小池　夏向 コイケ　カナタ 岐阜支部

古定　啓司 コテイ　ケイジ 岐阜支部

小林　響 コバヤシ　ヒビキ 岐阜支部

小林　凛音 コバヤシ　リンネ 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

竹本　新大 タケモト　アラタ 岐阜支部

竹本　樹 タケモト　イツキ 岐阜支部

田中　祐雅 タナカ　ユウガ 岐阜支部

近持　凛太朗 チカモチ　リンタロウ 岐阜支部

永田　匡 ナガタ　タダス 岐阜支部

西山　蓮 ニシヤマ　レン 岐阜支部

原　裕二 ハラ　ユウジ 岐阜支部

藤内　湧月 フジウチ　ユヅキ 岐阜支部

森　一翔 モリ　イチト 岐阜支部

森　善弥 モリ　ゼンヤ 岐阜支部

若原　奨馬 ワカハラ　ショウマ 岐阜支部

渡邉　晟示 ワタナベ　セイジ 岐阜支部

渡邉　将人 ワタナベ　マサト 岐阜支部

片桐　俊之 カタギリ　トシユキ 吉祥寺杉原道場

川畑　夢我 カワバタ　ムガ 宮崎ひなた支部

興梠　悠斗 コウロキ　ハルト 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

船ヶ山　璃郁 フナガヤマ　リク 宮崎中央道場

新井　拳心 アライ　ケンシン 京都南支部

石浦　秀人 イシウラ　ヒデト 京都南支部

浦畑　陽人 ウラハタ　ハルト 京都南支部

表　涼生 オモテ　リョウセイ 京都南支部

川﨑　洋史 カワサキ　ヒロシ 京都南支部

木本　華音 キモト　カオン 京都南支部

小松　珠花 コマツ　ジュカ 京都南支部
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野田　敦彦 ノダ　アツヒコ 京都南支部

原田　豪人 ハラダ　ヒデト 京都南支部

山地　悠斗 ヤマチ　ユウト 京都南支部

岩本　志唯 イワモト　シイ 熊本中央支部

岩本　大海 イワモト　タイカイ 熊本中央支部

石井　翔大 イシイ　ショウタ 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

笹原　賢治 ササハラ　ケンジ 群馬支部

髙橋　耕介 タカハシ　コウスケ 群馬支部

西井　宏太郎 ニシイ　コウタロウ 群馬支部

柳澤　佑哉 ヤナギサワ　ユウヤ 群馬支部

足立　海音 アダチ　カイト 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

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

川田　幸 カワタ　サチ 厚木・赤羽支部

児玉　琉莉 コダマ　ルリ 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

田辺　真凛 タナベ　マリン 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

羽鳥　咲紀 ハトリ　サキ 厚木・赤羽支部

前田　逞翔 マエダ　タクト 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

林　世真 リン　セジン 厚木・赤羽支部

今井　海斗 イマイ　カイト 広島支部

上本　賢二 ウエモト　ケンジ 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

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

橋本　心叶 ハシモト　コト 広島支部
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浜野　葵 ハマノ　ソウ 広島支部

浜野　宙 ハマノ　ソラ 広島支部

藤本　祐将 フジモト　ユウスケ 広島支部

松本　久貴 マツモト　ヒサタカ 広島支部

山下　義昭 ヤマシタ　ヨシアキ 広島支部

渡邉　こなつ ワタナベ　コナツ 広島支部

秋葉　理央奈 アキバ　リオナ 江戸川道場

浅沼　心 アサヌマ　ココ 江戸川道場

浅沼　天 アサヌマ　テン 江戸川道場

新井　泰千 アライ　タイチ 江戸川道場

荒井　龍 アライ　リュウ 江戸川道場

石原　遼斗 イシハラ　ハルト 江戸川道場

一ノ瀬　蓮介 イチノセ　レンスケ 江戸川道場

一色　悠輔 イッシキ　ユウスケ 江戸川道場

一色　陽平 イッシキ　ヨウヘイ 江戸川道場

糸賀　睦稀 イトガ　ムツキ 江戸川道場

井野口　優 イノグチ　ユウ 江戸川道場

岩下　尚親 イワシタ　ナオチカ 江戸川道場

岩下　侑誠 イワシタ　ユウセイ 江戸川道場

上西　彩琶 ウエニシ　イロハ 江戸川道場

上西　晟久郎 ウエニシ　セイクロウ 江戸川道場

大友　侃 オオトモ　カン 江戸川道場

大西　敦己 オオニシ　アツキ 江戸川道場

岡田　龍樹 オカダ　リュウキ 江戸川道場

甲斐　舜也 カイ　シュンヤ 江戸川道場

甲斐　隆也 カイ　リュウヤ 江戸川道場

片岡　柊斗 カタオカ　シュウト 江戸川道場

金子　柏軒 カネコ　パキュウ 江戸川道場

金子　柏豪 カネコ　パホ 江戸川道場

幸治　龍之介 コウジ　リュウノスケ 江戸川道場

小森　悠己 コモリ　ユウキ 江戸川道場

齋藤　光太 サイトウ　コウタ 江戸川道場

酒井　威瑠 サカイ　タケル 江戸川道場

坂本　琥聖 サカモト　コセイ 江戸川道場

坂本　鉄芯 サカモト　テッシン 江戸川道場

坂本　蘭 サカモト　ラン 江戸川道場

佐藤　有将 サトウ　ユウスケ 江戸川道場

柴田　航志 シバタ　コウシ 江戸川道場

6/28



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

末原　龍聖 スエハラ　リュウセイ 江戸川道場

髙橋　希歩 タカハシ　キホ 江戸川道場

田中　稜真 タナカ　リョウマ 江戸川道場

遠田　竜司 トオダ　リュウジ 江戸川道場

中尾　栞一朗 ナカオ　カンイチロウ 江戸川道場

長田　文鷹 ナガタ　フミタカ 江戸川道場

永松　拓真 ナガマツ　タクマ 江戸川道場

初鹿　文美 ハツシカ　フミ 江戸川道場

初鹿　仁紀 ハツシカ　マサノリ 江戸川道場

林　遼一郎 ハヤシ　リョウイチロウ 江戸川道場

林　蓮士郎 ハヤシ　レンシロウ 江戸川道場

福田　葵 フクダ　アオイ 江戸川道場

福地　徹 フクチ　テツ 江戸川道場

布田　澄 フダ　ワタル 江戸川道場

前田　幹太朗 マエダ　カンタロウ 江戸川道場

前田　菊乃 マエダ　キクノ 江戸川道場

増田　晟士 マスダ　マサヒト 江戸川道場

宮司　和葵 ミヤジ　カズキ 江戸川道場

矢吹　悠聖 ヤブキ　ユウセイ 江戸川道場

山口　尊正 ヤマグチ　タカマサ 江戸川道場

山口　大琥 ヤマグチ　タク 江戸川道場

山田　祐輝 ヤマダ　ユウキ 江戸川道場

横田　陸 ヨコタ　リク 江戸川道場

吉永　秀悦 ヨシナガ　シュウエツ 江戸川道場

吉永　翔陽 ヨシナガ　ショウヨウ 江戸川道場

渡辺　蓮 ワタナベ　レン 江戸川道場

石川　楓 イシカワ　カエデ 香川中央支部

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

片山　源大郎 カタヤマ　ゲンタロウ 香川中央支部

島田　千穂 シマダ　チホ 香川中央支部

新宮　龍之介 シングウ　リュウノスケ 香川中央支部

田井　邦尚 タイ　クニナオ 香川中央支部

西丸　太一 ニシマル　タイチ 香川中央支部

林　陽菜 ハヤシ　ヒヨナ 香川中央支部

低田　心 ヒクタ　ココロ 香川中央支部
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低田　小夏 ヒクタ　コナツ 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

山下　隼汰 ヤマシタ　シュンタ 香川中央支部

山本　碧人 ヤマモト　アオト 香川中央支部

大杉　瑛人 オオスギ　エイト 高知支部

川島　一真 カワシマ　カズマ 高知支部

川波　亜子 カワナミ　アコ 高知支部

川波　颯介 カワナミ　ソウスケ 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

関　陽海 セキ　ハルミ 高知支部

関　真帆 セキ　マホ 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

山中　咲和 ヤマナカ　サワ 高知支部

山本　陸 ヤマモト　リク 高知支部

杉本　雅浩 スギモト　マサヒロ 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

橋詰　恵依 ハシヅメ　メイ 佐賀筑後支部

吉村　賢二 ヨシムラ　ケンジ 佐賀筑後支部

米田　壮志 ヨネダ　ソウシ 佐賀筑後支部

稲葉　太一 イナバ　タイチ 埼玉大宮西支部

菊地　陸斗 キクチ　リクト 埼玉大宮西支部

塙　一輝 ハナワ　カズキ 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

松澤　きく乃 マツザワ　キクノ 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

石井　浩二 イシイ　コウジ 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

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
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中村　加奈子 ナカムラ　カナコ 埼玉中央道場

中村　芽衣沙 ナカムラ　メイサ 埼玉中央道場

羽生　龍二 ハニュウ　リュウジ 埼玉中央道場

福原　大貴 フクハラ　タイキ 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

加藤　凌 カトウ　リョウ 埼玉武蔵支部

小林　侑葵 コバヤシ　ユウキ 埼玉武蔵支部

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

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

坂口　大和 サカグチ　ヤマト 三重中央支部

中田　翼 ナカタ　ツバサ 三重中央支部

中田　響 ナカタ　ヒビキ 三重中央支部

野田　龍輝 ノダ　タツキ 三重中央支部

原　克也 ハラ　カツヤ 三重中央支部

脇田　辰夫 ワキタ　タツオ 三重中央支部

金子　紗愛也 カネコ　サアヤ 山口中央支部

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

矢野　晴太 ヤノ　ハルタ 山口中央支部

合澤　桜虎 アイザワ　ハルト 滋賀中央支部

井狩　大雅 イカリ　タイガ 滋賀中央支部

石塚　勇人 イシヅカ　ハヤト 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

烏尼如　モン都 ウニル　モンド 滋賀中央支部

岡村　星那 オカムラ　セナ 滋賀中央支部

小野　颯大 オノ　ハヤト 滋賀中央支部

小野　佑陽 オノ　ユウヒ 滋賀中央支部

笠原　陽真 カサハラ　ハルマ 滋賀中央支部

清原　蓮都 キヨハラ　レント 滋賀中央支部

汲田　博一 クミタ　ヒロカズ 滋賀中央支部
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畔　彩翔 クロ　アヤト 滋賀中央支部

小島　羚愛 コジマ　レア 滋賀中央支部

杉原　美南 スギハラ　ミナミ 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

地原　悠人 チハラ　ユウト 滋賀中央支部

辻　奏仁 ツジ　カナト 滋賀中央支部

中島　琉叶 ナカジマ　ルイト 滋賀中央支部

中野　創一 ナカノ　ソウイチ 滋賀中央支部

馬澤　蒼奈 バザワ　ソナ 滋賀中央支部

原川　仁貴 ハラカワ　ヨシキ 滋賀中央支部

福田　碧翔 フクダ　アオト 滋賀中央支部

村井　魁人 ムライ　カイト 滋賀中央支部

堀之内　陽逞 ホリノウチ　ヨウタ 鹿児島支部

竹島　雅之 タケシマ　マサユキ 鹿児島中央支部

林　一樹 ハヤシ　カズキ 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

大西　唯斗 オオニシ　ユイト 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

北村　十威 キタムラ　トオイ 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

齋木　晴翔 サイキ　ハルト 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

田中　慶多 タナカ　ケイタ 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

藤平　諒真 フジヒラ　リョウマ 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

森本　直樹 モリモト　ナオキ 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

井植　伊織 イノウエ　イオリ 神奈川北加藤道場

大久保　龍空 オオクボ　リク 神奈川北加藤道場

角　愛梨 スミ　アイリ 神奈川北加藤道場

関　隆之介 セキ　リュウノスケ 神奈川北加藤道場
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西村　洋二郎 ニシムラ　ヨウジロウ 神奈川北加藤道場

阪野　滉太 バンノ　コウタ 神奈川北加藤道場

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

加納　英治 カノウ　エイジ 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

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

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

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

田中　新一郎 タナカ　シンイチロウ 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

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

堀江　拓也 ホリエ　タクヤ 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

宮下　周邦 ミヤシタ　シュウホウ 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

矢野　美里 ヤノ　ミサト 世田谷杉並支部

薮野　直喜 ヤブノ　ナオキ 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

石田　浩一 イシダ　コウイチ 西神奈川支部

石田　スバル イシダ　スバル 西神奈川支部

石田　七海 イシダ　ナナミ 西神奈川支部

石野　姫子 イシノ　ヒメコ 西神奈川支部
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島垣　陸 シマガキ　リク 西神奈川支部

三浦　大河 ミウラ　タイガ 西神奈川支部

三浦　孝夫 ミウラ　タカオ 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

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

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　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

越田　力輝 コシタ　リキ 静岡支部

杉山　泰千 スギヤマ　ダイチ 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

三觜　雄雅 ミツハシ　ユウガ 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

山本　剛 ヤマモト　ツヨシ 静岡支部

藍野　紫穏 アイノ　シオン 千葉南支部

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

那須　奎太 ナス　ケイタ 千葉南支部

矢野　創太 ヤノ　ソウタ 千葉北支部

冨山　莉王 トミヤマ　リオ 川崎東湘南支部

冨山　莉玖羽 トミヤマ　リクウ 川崎東湘南支部

西原　利恵 ニシハラ　トシエ 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　颯志郎 ヤマシタ　ソウシロウ 川崎東湘南支部

山下　花 ヤマシタ　ハナ 川崎東湘南支部

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

寺澤　樹 テラサワ　タツキ 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
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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

石田　哲憧 イシダ　テッショウ 大阪なにわ城北道場

和泉田　真司 イズミダ　シンジ 大阪なにわ城北道場

今冨　孝太朗 イマトミ　コウタロウ 大阪なにわ城北道場

植田　駿斗 ウエダ　ハヤト 大阪なにわ城北道場

内田　文博 ウチダ　フミヒロ 大阪なにわ城北道場

大田　竜馬 オオタ　リョウマ 大阪なにわ城北道場

大中　比路 オオナカ　ヒロ 大阪なにわ城北道場

大町　兼史 オオマチ　ケンジ 大阪なにわ城北道場

海野　真緒 カイノ　マオ 大阪なにわ城北道場

加世田　恵夢 カセダ　メグム 大阪なにわ城北道場

片岡　優月 カタオカ　ユヅキ 大阪なにわ城北道場

木村　宜由 キムラ　ノリヨシ 大阪なにわ城北道場

国本　泰熙 クニモト　タイキ 大阪なにわ城北道場

桑原　悠貴 クワバラ　ユウキ 大阪なにわ城北道場

酒井　良和 サカイ　ヨシカズ 大阪なにわ城北道場

坂本　和則 サカモト　カズノリ 大阪なにわ城北道場

嵯峨山　政紀 サガヤマ　マサノリ 大阪なにわ城北道場

笹部　花香 ササベ　カノカ 大阪なにわ城北道場

塩野　多由 シオノ　カズヨシ 大阪なにわ城北道場

重森　颯馬 シゲモリ　ソウマ 大阪なにわ城北道場

瀬戸口　幸大 セトグチ　コウタ 大阪なにわ城北道場

瀬山　大和 セヤマ　ヤマト 大阪なにわ城北道場

曽根　尚哉 ソネ　ナオヤ 大阪なにわ城北道場

角田　宇海 ツノダ　ウミ 大阪なにわ城北道場

角田　大地 ツノダ　タイチ 大阪なにわ城北道場

角田　陽 ツノダ　ハル 大阪なにわ城北道場

中村　旭希 ナカムラ　アサキ 大阪なにわ城北道場

永吉　匡 ナガヨシ　タスク 大阪なにわ城北道場

樋野　尊 ヒノ　タケル 大阪なにわ城北道場

樋野　瑞季 ヒノ　ミズキ 大阪なにわ城北道場

福西　克弘 フクニシ　カツヒロ 大阪なにわ城北道場

船岡　海介 フナオカ　カイスケ 大阪なにわ城北道場

古井　敦士 フルイ　アツシ 大阪なにわ城北道場

前田　麗亜 マエダ　ウルア 大阪なにわ城北道場

前田　翔亜 マエダ　トア 大阪なにわ城北道場

真柄　卯乃 マガラ　ウノ 大阪なにわ城北道場
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真柄　武之槇 マガラ　タケノシン 大阪なにわ城北道場

政岡　強輝 マサオカ　ゴウキ 大阪なにわ城北道場

森田　佳蓮 モリタ　カレン 大阪なにわ城北道場

森田　智哉 モリタ　トモヤ 大阪なにわ城北道場

森本　拓 モリモト　タク 大阪なにわ城北道場

山南　義道 ヤマナミ　ギドウ 大阪なにわ城北道場

吉村　耀智 ヨシムラ　アキト 大阪なにわ城北道場

阿部　聡太郎 アベ　ソウタロウ 大阪神戸湾岸支部

井澤　悠隼 イザワ　ハルト 大阪神戸湾岸支部

井上　千輝 イノウエ　チアキ 大阪神戸湾岸支部

今井　遥希 イマイ　ハルキ 大阪神戸湾岸支部

今長　慶志 イマナガ　ヨシユキ 大阪神戸湾岸支部

今村　星哉 イマムラ　セイヤ 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

岡林　一真 オカバヤシ　カズマ 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

岡部　洋輔 オカベ　ヨウスケ 大阪神戸湾岸支部

加藤　剛 カトウ　ツヨシ 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

上川　太寿 カミカワ　タイジュ 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

小泉　樹暉 コイズミ　イツキ 大阪神戸湾岸支部

小泉　翔暉 コイズミ　ショウキ 大阪神戸湾岸支部

小口　淳也 コグチ　ジュンヤ 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

坂本　幸輝 サカモト　コウキ 大阪神戸湾岸支部

芝　健太 シバ　ケンタ 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

大德　晴生 ダイトク　ハルキ 大阪神戸湾岸支部

高﨑　敬久 タカサキ　ヨシヒサ 大阪神戸湾岸支部

髙松　三之郎 タカマツ　サンシロウ 大阪神戸湾岸支部

武部　祐也 タケベ　ユウヤ 大阪神戸湾岸支部

武部　陽太 タケベ　ヨウタ 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

豊田　龍斗 トヨダ　リュウト 大阪神戸湾岸支部
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長谷　瑠翔 ナガタニ　ルイト 大阪神戸湾岸支部

長見　拳汰 ナガミ　ゲンタ 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

西本　昇太 ニシモト　ショウタ 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

早井　律生 ハヤイ　リツキ 大阪神戸湾岸支部

東谷　一彰 ヒガシタニ　カズアキ 大阪神戸湾岸支部

福村　季斗 フクムラ　トキト 大阪神戸湾岸支部

藤井　凰牙 フジイ　オウガ 大阪神戸湾岸支部

藤田　晋太朗 フジタ　シンタロウ 大阪神戸湾岸支部

細川　雅継 ホソカワ　マサツグ 大阪神戸湾岸支部

松久保　凱玄 マツクボ　トキハル 大阪神戸湾岸支部

三浦　大聖 ミウラ　タイセイ 大阪神戸湾岸支部

三浦　夢月 ミウラ　ムツキ 大阪神戸湾岸支部

森本　聡 モリモト　サトシ 大阪神戸湾岸支部

森本　穣 モリモト　ジョウ 大阪神戸湾岸支部

森本　晴真 モリモト　ハルマ 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

山縣　心碧 ヤマガタ　シオン 大阪神戸湾岸支部

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　琉夢 ヤマモト　リム 大阪神戸湾岸支部

渡瀬　斗真 ワタセ　トウマ 大阪神戸湾岸支部

安陵　風葵 アンリョウ　フキ 大阪西支部

小池　寿来 コイケ　ジュキ 大阪西支部

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

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

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

有本　琉空 アリモト　ルウア 大阪東部支部
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池田　柑愛 イケダ　カンナ 大阪東部支部

石川　義騎 イシカワ　ヨシキ 大阪東部支部

岩崎　百花 イワサキ　モモカ 大阪東部支部

岩崎　莉玖 イワサキ　リク 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

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　蒼 カナモリ　ソラ 大阪東部支部

金森　秀樹 カナモリ　ヒデキ 大阪東部支部

金森　誠 カナモリ　マコト 大阪東部支部

北本　隆裕 キタモト　タカヒロ 大阪東部支部

高妻　大陸 コウヅマ　リク 大阪東部支部

児嶋　琉煌 コジマ　ルキヤ 大阪東部支部

近藤　翔流 コンドウ　カケル 大阪東部支部

茂山　大宝 シゲヤマ　ヒロタカ 大阪東部支部

茂山　将宝 シゲヤマ　マサタカ 大阪東部支部

茂山　寿宝 シゲヤマ　ヨシタカ 大阪東部支部

柴田　泰雄 シバタ　ヤスオ 大阪東部支部

島田　瑞希 シマダ　ミズキ 大阪東部支部

田伏　紗矢子 タブシ　サヤコ 大阪東部支部

寺地　彩夏 テラチ　アヤカ 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

中村　金太郎 ナカムラ　キンタロウ 大阪東部支部

中村　柚月 ナカムラ　ユズキ 大阪東部支部

福田　竜之介 フクダ　リュウノスケ 大阪東部支部

福田　遼太 フクダ　リョウタ 大阪東部支部

前田　心煌 マエダ　ルキア 大阪東部支部

水阪　浩輔 ミズサカ　コウスケ 大阪東部支部

宮上　凌成 ミヤウエ　リョウセイ 大阪東部支部

村上　俊次 ムラカミ　シュンジ 大阪東部支部

森川　冬彩 モリカワ　トア 大阪東部支部

森川　莉夢 モリカワ　リノン 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

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
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大﨑　壮達 オオサキ　ソウタツ 大阪北支部

川田　陸斗 カワタ　リクト 大阪北支部

菅　大和 スガ　ヤマト 大阪北支部

田中　翼 タナカ　ツバサ 大阪北支部

中島　綾汰 ナカシマ　リョウタ 大阪北支部

益野　康平 マスノ　コウヘイ 大阪北支部

松井　遼樹 マツイ　ハルキ 大阪北支部

丸山　優飛 マルヤマ　ユウヒ 大阪北支部

稲田　清令 イナダ　スミレ 大阪北摂支部

面田　真彩 オモダ　マヤ 大阪北摂支部

片岡　貴弘 カタオカ　タカヒロ 大阪北摂支部

中西　晴都 ナカニシ　ハルト 大阪北摂支部

中野　翔太 ナカノ　ショウタ 大阪北摂支部

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

長友　久樹 ナガトモ　ヒサキ 大分県央支部

西井　雄二 ニシイ　ユウジ 大分県央支部

西村　一彦 ニシムラ　カズヒコ 長崎支部

金井　陽叶 カナイ　ハルト 長野支部

岸良　景一朗 キシラ　ケイイチロウ 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

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

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

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

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

後藤　夏樹 ゴトウ　ナツキ 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
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田久　悠樹 タキュウ　ハルキ 東京ベイ港支部

竹田　壮志 タケダ　ソウシ 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

難波　晃彦 ナンバ　アキヒコ 東京ベイ港支部

広井　孝臣 ヒロイ　タカトミ 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

村上　四季 ムラカミ　シキ 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　友結香 ヤマナカ　ユイカ 東京ベイ港支部

和田　琉太 ワダ　リュウタ 東京ベイ港支部

工藤　尚太 クドウ　ショウタ 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

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

安孫子　将太 アビコ　ショウタ 東京山手支部

安藤　翔 アンドウ　ショウ 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

内野　恵久 ウチノ　エク 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

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

髙橋　悠槻 タカハシ　ユツキ 東京山手支部

池田　洸諄 イケダ　アキト 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

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

岡部　光孝 オカベ　ミツタカ 東京城南川崎支部

勝　卓也 カツ　タクヤ 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

北嶋　治将 キタジマ　ハルマサ 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

黒須　勉 クロス　ツトム 東京城南川崎支部
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後藤　光乃介 ゴトウ　コウノスケ 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

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　ナノ サワイ　ナノ 東京城南川崎支部

白田　絵梨 シラタ　エリ 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

田中　幸太朗 タナカ　コウタロウ 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

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

野﨑　空 ノザキ　ソラ 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

古川　正明 フルカワ　マサアキ 東京城南川崎支部

元田　賢太郎 モトダ　ケンタロウ 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

山口　大洋 ヤマグチ　タイヨウ 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

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

赤木　藍治朗 アカギ　アイジロウ 東京大田南内藤道場

赤木　朝日 アカギ　アサヒ 東京大田南内藤道場

赤木　向夏花 アカギ　ヒマリ 東京大田南内藤道場

堀内　訓平 ホリウチ　クンペイ 東京大田南内藤道場

堀内　帆太 ホリウチ　ハンタ 東京大田南内藤道場

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

山﨑　羽琉 ヤマザキ　ハル 東京中野道場

坂本　龍星 サカモト　リュウセイ 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

脇谷　康陽 ワキヤ　コウヨウ 東京町田保本道場

ＡＮＤＲＡＳ　ＫＥＲＥＫＥＳ アンドラーシュ　ケレケシュ 東京東支部

倉知　雅彦 クラチ　マサヒコ 東京東支部

関　周作 セキ　シュウサク 東京東支部
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中　信幸 ナカ　ノブユキ 東京東支部

長阪　響 ナガサカ　ヒビキ 東京東支部

三好　心 ミヨシ　シン 東京東支部

山田　佐弥佳 ヤマダ　サヤカ 東京東支部

山田　亮 ヤマダ　リョウ 東京東支部

安藤　椿七 アンドウ　サナ 東京豊島支部

内田　翔 ウチダ　カケル 東京豊島支部

内村　世治 ウチムラ　セイジ 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

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

小林　葵 コバヤシ　アオイ 東京豊島支部

佐野　颯 サノ　ハヤテ 東京豊島支部

白濱　航希 シラハマ　コウキ 東京豊島支部

杉山　燿翼 スギヤマ　ヨウスケ 東京豊島支部

髙木　裕人 タカギ　ヒロト 東京豊島支部

田中　咲 タナカ　サク 東京豊島支部

中野　高汰 ナカノ　コウタ 東京豊島支部

中野　ひより ナカノ　ヒヨリ 東京豊島支部

西田　優 ニシダ　ユウ 東京豊島支部

藤井　光希 フジイ　ミツキ 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

安岡　由紀 ヤスオカ　ユキ 東京豊島支部

梅本　泰成 ウメモト　タイセイ 徳島西南支部

桒島　百都 クワジマ　オト 徳島西南支部

桒島　十輝 クワジマ　トキ 徳島西南支部

藤枝　光博 フジエダ　ミツヒロ 徳島西南支部

阿木　孝二 アキ　コウジ 徳島北東あわじ支部

猪山　蓮 イヤマ　レン 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

魚井　瀬凪 ウオイ　セナ 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
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遠藤　愛奈 エンドウ　アイナ 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

小島　寅太郎 オジマ　コタロウ 徳島北東あわじ支部

小島　らん オジマ　ラン 徳島北東あわじ支部

小島　りん オジマ　リン 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

神先　渉羽 カミサキ　ショウ 徳島北東あわじ支部

木地谷　維志 キジヤ　イッシ 徳島北東あわじ支部

曽我部　椿 ソガベ　ツバキ 徳島北東あわじ支部

曽我部　結菜 ソガベ　ユイナ 徳島北東あわじ支部

中川　瑛蒔 ナカガワ　エイジ 徳島北東あわじ支部

中沢　竹馬 ナカザワ　チクマ 徳島北東あわじ支部

西野　世那 ニシノ　セナ 徳島北東あわじ支部

西野　由惟 ニシノ　ユイ 徳島北東あわじ支部

野口　好美 ノグチ　ヨシミ 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　文章 バンドウ　フミアキ 徳島北東あわじ支部

細川　広明 ホソカワ　ヒロアキ 徳島北東あわじ支部

溝口　颯真 ミゾグチ　ソウマ 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

青木　康浩 アオキ　ヤスヒロ 栃木支部

遠藤　修羅 エンドウ　シュラ 栃木支部

嶋田　悦正 シマダ　ヨシマサ 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

貫　煌介 ヌキ　コウスケ 栃木支部

貫　結愛 ヌキ　ユア 栃木支部

南　歩里 ミナミ　アユリ 栃木支部

吉田　雫音 ヨシダ　シズネ 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

浅野　蓮也 アサノ　レンヤ 奈良支部

阿部　由希 アベ　ユキ 奈良支部

阿部　慶生 アベ　ヨシキ 奈良支部
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老本　蓮叶 オイモト　レント 奈良支部

金輪　将史 カナワ　マサシ 奈良支部

柴田　琉央 シバタ　リオ 奈良支部

竹川　俊寛 タケガワ　トシヒロ 奈良支部

田村　結良 タムラ　ユラ 奈良支部

中本　和也 ナカモト　カズヤ 奈良支部

平井　尚喜 ヒライ　ナオキ 奈良支部

古橋　咲愛 フルハシ　サクラ 奈良支部

古橋　龍生 フルハシ　タツキ 奈良支部

松本　ひより マツモト　ヒヨリ 奈良支部

吉田　美音 ヨシダ　ミオ 奈良支部

吉藤　大成 ヨシフジ　タイセイ 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

申　麒植 シン　キシ 南大阪支部

中島　匡聡 ナカジマ　マサアキ 南大阪支部

廣瀬　翔 ヒロセ　ショウ 南大阪支部

堀内　一成 ホリウチ　カズナリ 南大阪支部

松坂　龍之介 マツザカ　リュウノスケ 富山道場

田中　稔 タナカ　ミノル 福井中央支部

青木　玖龍 アオキ　クリュウ 福岡支部

青木　伸悟 アオキ　シンゴ 福岡支部

秋　樂人 アキ　ガクト 福岡支部

秋　弓樂 アキ　ユウラ 福岡支部

荒木　暖斗 アラキ　ハルト 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

池田　龍冬 イケダ　リュウト 福岡支部

井上　香耶乃 イノウエ　カヤノ 福岡支部

井上　雄心 イノウエ　ユウシン 福岡支部

井上　凌我 イノウエ　リョウガ 福岡支部

今泉　龍翔 イマイズミ　リュウト 福岡支部

岩瀬　沙彩 イワセ　サアヤ 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

内薗　奏吉 ウチゾノ　ソウキチ 福岡支部

江川　悠馬 エガワ　ユウマ 福岡支部
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江永　仁 エナガ　ジン 福岡支部

大重　金太郎 オオシゲ　キンタロウ 福岡支部

大坪　星太 オオツボ　セイタ 福岡支部

大野　珠国 オオノ　ミクニ 福岡支部

岡本　惟吹 オカモト　イブキ 福岡支部

小野　桜空 オノ　オウスケ 福岡支部

小野　貴洋 オノ　タカヒロ 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

北代　健太 キタシロ　ケンタ 福岡支部

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

桑岡　史朗 クワオカ　シロウ 福岡支部

桑原　輝秋 クワハラ　テルアキ 福岡支部

桑原　春華 クワハラ　ハルカ 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

児玉　好志郎 コダマ　コウシロウ 福岡支部

小林　樹生 コバヤシ　イツキ 福岡支部

小林　春貴 コバヤシ　ハルキ 福岡支部

税所　智宏 サイショ　トモヒロ 福岡支部

財津　将章 ザイツ　マサアキ 福岡支部

坂田　康夫 サカタ　ヤスオ 福岡支部

佐藤　朔 サトウ　サク 福岡支部

渋田　和輝 シブタ　カズキ 福岡支部

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

筋田　英樹 スジタ　ヒデキ 福岡支部

世羅　羚泰 セラ　レイタ 福岡支部

高橋　虎太郎 タカハシ　コタロウ 福岡支部

竹﨑　真心 タケザキ　マコ 福岡支部
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竹下　一薫 タケシタ　カズシゲ 福岡支部

田添　杏 タゾエ　アン 福岡支部

田添　怜央 タゾエ　レオ 福岡支部

立川　敬友 タチカワ　アツトモ 福岡支部

田中　偉知斗 タナカ　イチト 福岡支部

谷内　悠 タニウチ　ユウ 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

津村　秀男 ツムラ　ヒデオ 福岡支部

鶴田　惺那 ツルタ　セナ 福岡支部

徳永　風飛 トクナガ　フウト 福岡支部

友井　仁 トモイ　ヒトシ 福岡支部

内藤　太樹 ナイトウ　タイキ 福岡支部

中﨑　偉月 ナカザキ　イツキ 福岡支部

長野　琥朱 ナガノ　コア 福岡支部

中村　嵐 ナカムラ　アラシ 福岡支部

中村　優衣人 ナカムラ　ユイト 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

中山　颯宝 ナカヤマ　ソウタ 福岡支部

野口　青玄 ノグチ　セイゲン 福岡支部

野口　綜志 ノグチ　ソウシ 福岡支部

橋口　汰駕 ハシグチ　タイガ 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

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　優禮 ハンセイ　ユウト 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

久松　武祐 ヒサマツ　タケヒロ 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

廣田　竜太郎 ヒロタ　リュウタロウ 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
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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

松永　颯太 マツナガ　ソウタ 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

緑　絢音 ミドリ　アヤネ 福岡支部

緑　志季 ミドリ　シキ 福岡支部

緑　晴 ミドリ　ハル 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

村上　龍樹 ムラカミ　リュウキ 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

森部　文太 モリベ　ブンタ 福岡支部

諸冨　巧武 モロトミ　タクム 福岡支部

矢野　姫都來 ヤノ　キトラ 福岡支部

矢野　銀牙 ヤノ　ギンガ 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

山本　楓真 ヤマモト　フウマ 福岡支部

横島　克一 ヨコシマ　カツイ 福岡支部

横島　玄武 ヨコシマ　ヒロム 福岡支部

吉田　勝大 ヨシダ　ショウタ 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

米村　陽向 ヨネムラ　ヒュウガ 福岡支部

米村　結成 ヨネムラ　ユウセイ 福岡支部

渡部　一虎 ワタナベ　カズトラ 福岡支部

渡部　利之 ワタナベ　トシユキ 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

大塚　光己 オオツカ　ミツキ 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
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敦見　尚真 アツミ　ショウマ 兵庫中央支部

安﨑　百春 アンザキ　モモハル 兵庫中央支部

稲脇　孝介 イナワキ　コウスケ 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

梅本　龍希 ウメモト　リュウキ 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

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

澤木　航太 サワキ　コウタ 兵庫中央支部

四宮　矢馬人 シノミヤ　ヤマト 兵庫中央支部

白川　仁一朗 シラカワ　ジンイチロウ 兵庫中央支部

菅原　莉心 スガハラ　リト 兵庫中央支部

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

谷口　愛生 タニグチ　アイキ 兵庫中央支部

田村　史彦 タムラ　フミヒコ 兵庫中央支部

辻野　輝心 ツジノ　キシン 兵庫中央支部

戸田　牧 トダ　オサム 兵庫中央支部

中田　来瑠心 ナカダ　クルミ 兵庫中央支部

中田　萌衣歩 ナカダ　メイア 兵庫中央支部

中村　海璃 ナカムラ　カイリ 兵庫中央支部

西川　虎太朗 ニシカワ　コタロウ 兵庫中央支部

畠山　愛美 ハタケヤマ　マナミ 兵庫中央支部

畠山　美早紀 ハタケヤマ　ミサキ 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

三浦　絃正 ミウラ  ゲンセイ 兵庫中央支部

満江　彩初 ミツエ　イロハ 兵庫中央支部
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満江　有飛 ミツエ　ユウヒ 兵庫中央支部

宮脇　斗空 ミヤワキ　トア 兵庫中央支部

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

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

米井　聡 ヨネイ　サトシ 兵庫中央支部

田崎　伸雄 タザキ　ノブオ 北海道札幌支部

箱﨑　修 ハコザキ　オサム 北海道札幌支部

初貝　仁瑠 ハツガイ　サトル 北海道札幌支部

久松　夢士 ヒサマツ　ユメト 北海道札幌支部

牧野　廉巧 マキノ　ユキヨシ 北海道札幌支部

松本　陸 マツモト　リク 北海道札幌支部

森　亮太朗 モリ　リョウタロウ 北海道札幌支部

神保　誠 ジンボ　マコト 北海道支部外舘道場

菅原　正志 スガワラ　マサシ 北海道支部外舘道場

鈴木　仁華 スズキ　ニカ 北海道支部外舘道場

鈴木　大翔 スズキ　ヤマト 北海道支部外舘道場

瀧本　惠介 タキモト　ケイスケ 北海道支部外舘道場

瀧本　龍ノ介 タキモト　リュウノスケ 北海道支部外舘道場

鳥井　翔平 トリイ　ショウヘイ 北海道支部外舘道場

中平　承太郎 ナカヒラ　ジョウタロウ 北海道手塚道場

信田　茂章 シノダ　シゲアキ 練馬島本道場

仲里　宗佑 ナカザト　ソウスケ 練馬島本道場

日髙　啓一 ヒダカ　ケイイチ 練馬島本道場

渡辺　朱音 ワタナベ　アヤト 練馬島本道場

有本　海凪 アリモト　ミナギ 和歌山支部

岩本　佑生 イワモト　ユウ 和歌山支部

榎本　慶岳 エノモト　ヨシタカ 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

河尻　成唯 カワジリ　セイ 和歌山支部

河尻　望々花 カワジリ　ノノカ 和歌山支部

久保　慶幸 クボ　ヨシユキ 和歌山支部

久保　諒花 クボ　リョウカ 和歌山支部

近藤　颯士郎 コンドウ　ソウジロウ 和歌山支部

酒井　和真 サカイ　カズマ 和歌山支部

塩山　凜人 シオヤマ　リヒト 和歌山支部

嶋本　崇佑 シマモト　ソウスケ 和歌山支部
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杉本　偉音利 スギモト　イオリ 和歌山支部

杉本　陽菜乃 スギモト　ヒナノ 和歌山支部

田中　秀尚 タナカ　ヒナタ 和歌山支部

田中　彪煌 タナカ　ヒョウ 和歌山支部

田中　雅煌 タナカ　ミカド 和歌山支部

谷口　友基 タニグチ　ユウキ 和歌山支部

谷本　妃佑 タニモト　ヒユ 和歌山支部

出口　結絆 デグチ　ユウキ 和歌山支部

橋本　翼 ハシモト　ツバサ 和歌山支部

橋本　望 ハシモト　ノゾミ 和歌山支部

濵中　秀明 ハマナカ　ヒデアキ 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

松川　綾希 マツカワ　アキ 和歌山支部

松﨑　大和 マツザキ　ヤマト 和歌山支部

松下　依奈 マツシタ　エナ 和歌山支部

松田　悠聖 マツダ　ユウセイ 和歌山支部

丸尾　亜瑚 マルオ　アコ 和歌山支部

吉田　亜美 ヨシダ　アミ 和歌山支部

28/28


