
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 所属流派団体名

相川　実黎 アイカワ　ミレイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

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

秋田　竜之介 アキタ　リュウノスケ 五十嵐道場

芦塚　伊織 アシヅカ　イオリ 極真空手中崎道場

阿部　英明 アベ　ヒデアキ 桜塾

阿部　優月 アベ　ユヅキ KARATE　宮崎道場

綾部　勇成 アヤベ　ユウセイ 正伝流空手道中村道場

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　瑛都 イケダ　エイト 極真会館浜井派　石川県支部

池田　幸大 イケダ　コウダイ 拳実会

池田　優雅 イケダ　ユウガ 桜塾

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　愛徠 イシグロ　アイラ 武真会

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

石嶺　美 イシミネ　チュラ 桜塾

石嶺　太陽 イシミネ　ティダ 桜塾

伊藤　開 イトウ　カイ 真誠塾

伊藤　快汰 イトウ　カイタ 桜塾

伊藤　圭音 イトウ　カノン 桜塾

伊藤　壮良 イトウ　ソラ 桜塾

伊藤　大稀 イトウ　ダイキ 桜塾

伊藤　陽飛 イトウ　ハルヒ 桜塾

伊藤　結音 イトウ　ユノン 桜塾
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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

稲実　翔 イナミ　ショウ 優至会　北海酒井道場

井上　明仁 イノウエ　アキヒト 武心塾

井上　仁翔 イノウエ　マサト 拳実会

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

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

今福　博幸 イマフク　ヒロユキ 武心塾

井村　隆 イムラ　タカシ 極真空手　六本木同好会

入澤　和叶 イリサワ　カズト 優至会　帯広道場

岩口　紗藍 イワグチ　サラ 清凛館

岩永　勝亮 イワナガ　ショウスケ 桜塾

岩永　唯伽 イワナガ　ユイカ 桜塾

岩見　大河 イワミ　タイガ 総合空手道　神武会館　本部道場

岩見　龍信 イワミ　リュウシン 総合空手道　神武会館　本部道場

上井　直音 ウエイ　ナオト 極真空手中崎道場

上口　楓人 ウエグチ　フウト 白蓮会館　大阪狭山支部

上田　詞子 ウエダ　コトコ 勇誠会

上辻　理久 ウエツジ　リク 金剛カラテ　川地道場

上野　彩心　 ウエノ　アミ 一拳会

上野　凛心 ウエノ　リコ 一拳会

上原　瑳祐 ウエハラ　サスケ 正援塾

上原　悠大 ウエハラ　ユウダイ 修慧会

氏原　陸登 ウジハラ　リクト 桜塾

内田　全祗 ウチダ　ゼンジ 久保田道場

右手　佑弥 ウテ　ユウヤ 魂心舘

右手　優梨奈 ウテ　ユリナ 魂心舘

梅ヶ迫　哲治 ウメガサコ　テツジ 空手道天翔塾

浦山　竜精 ウラヤマ　リュウセイ 武奨館吉村道場

江原　裕一 エハラ　ヒロカズ 金剛カラテ　川地道場

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

大石　悠月 オオイシ　ユヅキ 桜塾

大黒　姫華 オオグロ　ルカ 魚本流空手拳法連盟

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

2/11



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

大谷　明 オオタニ　アキラ 空研塾西田道場

大谷　一心 オオタニ　イッシン 白蓮会館　東大阪南支部

大谷　慶心 オオタニ　ケンシン 白蓮会館　東大阪南支部

大谷　竜也 オオタニ　タツヤ 光誠会

大坪　勇貴 オオツボ　ユウキ 武心塾

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

大野　愛善 オオノ　アイゼン 心温塾

大場　心遥 オオバ　コハル 大場道場

大村　絆人 オオムラ　ハント 魂心舘

大森　政之介 オオモリ　セイノスケ 白蓮会館　東大阪南支部

大森　成真 オオモリ　ナリダダ 白蓮会館　東大阪南支部

大谷内　洸 オオヤチ　コウ 桜塾

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

小笠原　ゆい オガサワラ　ユイ 日本空手道連盟　聖心會

岡田　碧音 オカダ　アイト 谷岡道場

岡田　凌平 オカダ　リョウヘイ 桜塾

岡野　星織 オカノ　アカリ 白蓮会館　大阪狭山支部

岡部　神風 オカベ　カミカゼ 全真会館　阿倍野本部

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　こころ オカベ　ココロ 全真会館　阿倍野本部

岡部　翔央 オカベ　ショウ 髙橋道場

岡部　優輝 オカベ　ユウキ 優至会　塚本道場

岡本　空来 オカモト　ソラ 魂心舘

岡本　東真 オカモト　ハルマ 極真拳武會　さいたま浦和支部

小川　泰樹 オガワ　タイジュ 優至会　渡部道場

奥村　亜瑠真 オクムラ　アルマ 極真空手中崎道場

奥村　一真 オクムラ　イッシン 極真空手中崎道場

奥村　瑠依真 オクムラ　ルイマ 極真空手中崎道場

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

小島　知己 オジマ　トモキ 野地道場

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

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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角田　ひより カクタ　ヒヨリ 飛馬道場

葛西　愛音 カサイ　アイネ 実戦格闘空手道場　雅

葛西　郁弥 カサイ　フミヤ 実戦格闘空手道場　雅

葛西　龍生 カサイ　リュウセイ 優至会　塚本道場

笠原　蒼平 カサハラ　ソウヘイ 桜塾

風間　琉太郎 カザマ　リュウタロウ 優至会　塚本道場

梶　武蔵 カジ　ムサシ 飛馬道場

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

粕山　歩夢 カスヤマ　アユム 日本空手道連盟　聖心會

綛谷　真彩 カセタニ　マアヤ 日本空手道連盟　聖心會

角　颯人 カド　ハヤト 新格闘技　空手道　遂心塾

加藤　颯 カトウ　ソウ 優至会　酒井道場

加藤　耀翔 カトウ　テルト 極真拳武會　城南品川支部

加藤　陽生 カトウ　ハルキ 空會館

加藤　秀学 カトウ　ヒデノリ 志焔塾

加藤　宥希 カトウ　ユウキ 陪劭流祐心会

加藤　優奈 カトウ　ユウナ 五十嵐道場

加藤　琉雅 カトウ　リュウガ 桜塾

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

我那覇　優羽 ガナハ　ユウ 七州会　本部

金曽　将人 カネソ　マサト 極真会館浜井派　石川県支部

金曽　梨子 カネソ　リコ 極真会館浜井派　石川県支部

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

川口　一護 カワグチ　イチゴ 武奨館吉村道場

河﨑　梨穏 カワサキ　リオン 真武會

河埜　紗奈 カワノ　サナ 総合空手道　神武会館　本部道場

河埜　留奈 カワノ　ルナ 総合空手道　神武会館　本部道場

川人　茂樹 カワヒト　モトキ 魚本流空手拳法連盟

川縁　里奈 カワベリ　リナ 魚本流空手拳法連盟

川村　拓久心 カワムラ　タクミ 勇誠会

神田　桃香 カンダ　モモカ 日本空手道連盟　聖心會

北野　浩輝 キタノ　コウキ 一光会館
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記虎　琉之心 キトラ　リュウノシン 魚本流空手拳法連盟

木下　舞桜 キノシタ　マオ 日本空手道連盟　聖心會

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

京口　総勝 キョウグチ　ソウショウ 日本空手道連盟　聖心會

桐原　歩夢 キリハラ　アユム 世界闘英館空手道

楠田　陸 クスダ　リク 極真空手中崎道場

楠　大樹 クスノキ　ヒロキ 忍會

工藤　一彦 クドウ　カズヒコ 優至会　塚本道場

桑野　寧 クワノ　ネイ 修慧会

桑野　瑠 クワノ　ルイ 修慧会

河坂　隆介 コウサカ　リュウスケ 晃哲會

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

小島　蕉也 コジマ　ショウヤ 桜塾

小嶋　隼飛 コジマ　ハヤト 谷岡道場

小島　澪 コジマ　レイ 桜塾

小玉　健人 コダマ　ケント 武道空手　練

児玉　梨華 コダマ　リカ KARATE　宮崎道場

五嶋　紗英 ゴトウ　サエ 空手道勇清会牧山道場　本部

小林　秀太郎 コバヤシ　シュウタロウ 勇誠会

小尾　斗真 コビ　トウマ 修慧会

小松　佳苗 コマツ　カナエ 新格闘技　空手道　遂心塾

小宮　隆一 コミヤ　リュウイチ 雄信会

権出　小春 ゴンデ　コハル 日本空手道連盟　聖心會

近藤　京介 コンドウ　キョウスケ 晃哲會

近藤　麗愛 コンドウ　ライア 心道會

斎藤　絆菜 サイトウ　ハンナ 飛馬道場

酒井　希羽 サカイ　ノワ 七州会　本部

酒井　充 サカイ　ミツル 光誠会

栄　海之進 サカエ　ウミノシン 白蓮会館　大阪狭山支部

坂本　爽竜 サカモト　ソウリュウ 白蓮会館　羽曳野支部

佐々木　綸吾 ササキ　イトア 実戦格闘空手道場　雅

佐々木　絆吾 ササキ　ヨキア 実戦格闘空手道場　雅

笹野　朝日 ササノ　アサヒ 優至会　渡部道場

指江　咲妃 サシエ　サキ 正樹道場

佐藤　有亜 サトウ　アリア 護心流空手　長迫道場

佐藤　恵茉 サトウ　エマ 真総合空手道　圏彗會
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佐藤　一徳 サトウ　カズノリ 武心塾

佐藤　圭真 サトウ　ケイマ 魂心舘

佐藤　謙真 サトウ　ケンシン 総合空手道　神武会館　本部道場

佐藤　奏亜 サトウ　ソウア 魂心舘

佐藤　育志 サトウ　ヤスシ 武心塾

佐藤　夢玲 サトウ　ユメア 実戦格闘空手道場　雅

佐藤　領政 サトウ　リョウセイ 総合空手道　神武会館　本部道場

佐藤　留美 サトウ　ルミ 実戦格闘空手道場　雅

佐野　鳳輝 サノ　フウキ 武道空手　練

澤　洸太朗 サワ　コウタロウ 武奨館吉村道場

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

塩川　懸唯 シオカワ　カイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

静田　凛 シズタ　リン 一拳会

篠崎　弘之 シノザキ　ヒロユキ 芦原会館　千葉支部

城後　大和 ジョウゴ　ヤマト 真総合空手道　圏彗會

ジョンストン　ベガス ジョンストン　ベガス 極真空手道　忍會

白数　豹雅 シラス　ヒョウガ 昇心塾

白浜　蓮清 シラハマ　レンショウ 日本空手道連盟　聖心會

新藤　竜希 シンドウ　タツキ 極真空手道　忍會

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

簀戸　時歩 スド　トキホ KARATE　宮崎道場

瀬尾　旺文 セオ　アキフミ 桜塾

祖父江　海斗 ソブエ　カイト 清凛館

祖父江　洋斗 ソブエ　ヒロト 清凛館

曾和　咲良 ソワ　サクラ 金剛カラテ　川地道場

曾和　夢叶 ソワ　ユウト 金剛カラテ　川地道場

田井中　秀 タイナカ　シュウ 桜塾

高際　莉一 タカギワ　リヒト 金剛カラテ　川地道場

高須　春平 タカス　シュンペイ 大場道場

高須　晴太 タカス　セイタ 大場道場

髙野　大地 タカノ　ダイチ 仁聖会

高野　幸恵 タカノ　ユキエ 誠真会館　新座

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

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

田口　楓大 タグチ　フウタ 一光会館
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田熊　透 タクマ　トオル 武道空手　練

竹内　望人 タケウチ　ミト 七州会　本部

竹下　愛恭 タケシタ　ウキョウ 桜塾

竹中　椎菜 タケナカ　シイナ 桜塾

竹中　希羽 タケナカ　ノワ 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

立花　ひまり タチバナ　ヒマリ 優至会　北海酒井道場

田中　清賀 タナカ　セイカ 金剛カラテ　川地道場

田中　琢夢 タナカ　タクム 空會館

田中　友望 タナカ　トモ 修慧会

田中　紀人 タナカ　ノリヒト 空研塾西田道場

田中　陽基 タナカ　ハルキ 修慧会

田中　茉衣 タナカ　マイ 五十嵐道場

谷口　遼磨 タニグチ　ハルマ 日本空手道連盟　聖心會

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  正真 ツジ  ショウマ 正道会館　高雄道場

辻  莉乃 ツジ  リノ 正道会館　高雄道場

辻西　由登 ツジニシ　ユト 全真会館　阿倍野本部

土田　彪眞 ツチダ　ヒョウマ 谷岡道場

鉄尾　翔空 テツオ　トア 勇誠会

寺尾　唯芽 テラオ　ユメ 久保田道場

東條　志信 トウジョウ　シノブ 全真会館　阿倍野本部

時田　栄次 トキタ　エイジ 極真空手　六本木同好会

刀禰　篤丈 トネ　アツヒロ 白蓮会館　池田支部

利根川　十仁 トネガワ　ジュニ 武奨館吉村道場

利根川　世道 トネガワ　ゼロ 武奨館吉村道場

利根川　羽迅 トネガワ　ハク 武奨館吉村道場

冨田　華帆 トミタ　カホ 桜塾

中　竜馬 ナカ　リョウマ 全真会館　阿倍野本部

中川　隆之助 ナカガワ　リュウノスケ 一光会館

中岸　愛琉斗 ナカギシ　アルト 勇誠会

長坂　子龍 ナガサカ　シリュウ 極真空手道　忍會

中澤　正吾 ナカザワ　ショウゴ 極真空手　六本木同好会

中澤　拓海 ナカザワ　タクミ 極真拳武會　城南品川支部

中島　初椛 ナカシマ　イチカ 空會館

中西　啓太 ナカニシ　ケイタ 世界闘英館空手道

中西　亮太 ナカニシ　リョウタ 世界闘英館空手道
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長原　友絆 ナガハラ　ユズ 優至会　北海酒井道場

中村　碧葉 ナカムラ　アオバ 極真会館浜井派　石川県支部

中村　海晴 ナカムラ　カイセイ 桜塾

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　翔真 ナカムラ　ショウマ 新誠會

中村　悠吾 ナカムラ　ユウゴ 全真会館　阿倍野本部

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

中村　龍ノ輔 ナカムラ　リュウノスケ 拳実会

中谷　桜彩 ナカヤ　サアヤ 魚本流空手拳法連盟

長山　拳悟 ナガヤマ　ケンゴ 正樹道場

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

名越　大翔 ナゴシ　ヤマト 仁聖会

夏目　玲皇 ナツメ　レオ 桜塾

夏目　玲菜 ナツメ　レナ 桜塾

夏山　李空 ナツヤマ　リク 白蓮会館　大阪狭山支部

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　薫実 ナリタ　クルミ 七州会　本部

成田　陸翔 ナリタ　リクト 拳実会

西野　信次郎 ニシノ　シンジロウ 桜塾

西山　空那 ニシヤマ　ソナ 空會館

仁田水　咲楽 ニタミズ　サクラ 誠真会館　秋津道場

仁田水　咲良 ニタミズ　サラサ 誠真会館　秋津道場

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

野村　魁希 ノムラ　カイキ 桜塾

橋本　綾人 ハシモト　アヤト 野地道場

橋本　一毅 ハシモト　カズキ 白蓮会館　大阪狭山支部

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

畑　日丸 ハタ　ヒマル 眞琉會

羽田　よしみ ハダ　ヨシミ KARATE　宮崎道場

服部　愛夢 ハットリ　アム 武神　佐藤道場

服部　瑛心 ハットリ　エイシン 大場道場

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
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浜名　凌希 ハマナ　リョウキ 眞琉會

早河　優空 ハヤカワ　ユア 空會館

早坂　鎧 ハヤサカ　ガイ 極真拳武會　さいたま浦和支部

早坂　飛侑駕 ハヤサカ　ヒュウガ 極真拳武會　さいたま浦和支部

林　信介 ハヤシ　シンスケ 魚本流空手拳法連盟

原口　大輝 ハラグチ　ダイキ 白蓮会館　池田支部

原田　都杏 ハラダ　トア 拳実会

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

比嘉　凜音 ヒガ　リオン 白蓮会館　沖縄支部

東出　漣大 ヒガシデ　レオ 一光会館

日原　愛弥 ヒバラ　ナルヤ 武煌会館

平尾　太一 ヒラオ　タイチ 桜塾

平岡　悠飛 ヒラオカ　ユウヒ 白蓮会館　大阪狭山支部

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

平松　空翔 ヒラマツ　クウト 拳実会

深井　晴翔 フカイ　ハルト 極真拳武會　城南品川支部

深沢　優斗 フカザワ　ユウト 岩崎空手

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

藤倉　英紀 フジクラ　エイキ 英紀道

藤田　琥也 フジタ　コウヤ 桜塾

藤田　星莉 フジタ　セリ 桜塾

藤原　司 フジハラ　ツカサ 勇誠会

藤原　有彩 フジワラ　アロア 白蓮会館　東大阪北支部

藤原　汐杏 フジワラ　キアラ 白蓮会館　東大阪北支部

船中　颯人 フナナカ　ハヤト 全真会館　阿倍野本部

古本　旭 フルモト　アサヒ 桜塾

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

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

堀池　愛琉 ホリイケ　アイル 一光会館

本多　虎太郎 ホンダ　コタロウ 大場道場

前河　綺沙 マエガワ　キズナ 正道会館　高雄道場

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

桝田　智也 マスダ　トモヤ 極真会館浜井派　石川県支部

松岡　大地 マツオカ　ダイチ 志焔塾

松園　一粋 マツゾノ　イッスイ 佐々木道場
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松園　公謙 マツゾノ　コウケン 佐々木道場

松園　凜 マツゾノ　リン 佐々木道場

松田　知津 マツダ　チズ 優至会　渡部道場

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

松本　姫芽 マツモト　ヒメ 桜塾

松本　大和 マツモト　ヤマト 金剛カラテ　川地道場

丸茂　拓登 マルモ　タクト 七州会　本部

丸茂　雄太 マルモ　ユウタ 七州会　本部

丸本　依央奈 マルモト　イオナ 桜塾

三ヶ嶋　開 ミカシマ　カイ 武道空手　練

三ヶ嶋　理奈 ミカシマ　リナ 武道空手　練

三嶋　葵 ミシマ　アオイ 極真拳武會　目黒江東支部

水岡　緒花 ミズオカ　オハナ 極真会館浜井派　石川県支部

水谷　藍 ミズタニ　アイ 久保田道場

水谷　義塁 ミズタニ　ギル 全真会館　中部本部

水谷　翔 ミズタニ　ショウ 久保田道場

溝田　蒼介 ミゾタ　ソウスケ 大場道場

光山　鉄太 ミツヤマ　テッタ 日本実践空手道　西田道場

南方　海至人 ミナカタ　カイト 勇誠会

南　友利葵 ミナミ　ユリア 白蓮会館　堺支部

三宅　愛瑠 ミヤケ　アイル 極真会館浜井派　石川県支部

向山　莉央 ムカイヤマ　リオ 優至会　渡部道場

村上　雄哉 ムラカミ　ユウヤ 日本空手道連盟　聖心會

村田　風我 ムラタ　フウガ 桜塾

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

森　思温 モリ　シオン 桜塾

森　昴琉 モリ　スバル 真総合空手道　圏彗會

森岡　彩来 モリオカ　サキ 桜塾

森岡　翔 モリオカ　ショウ 桜塾

森本　隆之助 モリモト　リュウノスケ 魚本流空手拳法連盟

屋敷　翔哉 ヤシキ　ショウヤ 聖武会館

安井　琉真 ヤスイ　リュウマ 光武会館

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

柳田　凌央 ヤナギダ　リョオ 桜塾
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山内　竜徳 ヤマウチ　リュウトク 世界闘英館空手道

山口　虎哲 ヤマグチ　コテツ 極真空手中崎道場

山口　叶来也 ヤマグチ　トキヤ 武立会館

山口　葉子 ヤマグチ　ヨウコ 極真空手　六本木同好会

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

山下　博司 ヤマシタ　ヒロシ 空研塾西田道場

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

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

吉岡　将斗 ヨシオカ　マサト 桜塾

吉倉　巧翔 ヨシクラ　タクト 極真拳武會　さいたま浦和支部

吉澤　龍之介 ヨシザワ　リュウノスケ 昭武館カラテ

吉田谷　徠翔 ヨシダヤ　ライト 空身館

吉田谷　蘭 ヨシダヤ　ラン 空身館

六嶋　晴呂 ロクシマ　ハロ 白蓮会館　東大阪北支部

六嶋　玲乃 ロクシマ　レノ 白蓮会館　東大阪北支部

和田　栞奈 ワダ　カンナ 極真空手中崎道場

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

渡部　絢斗 ワタナベ　アヤト 新格闘技　空手道　遂心塾

渡部　紫苑 ワタナベ　シオン 優至会　渡部道場

鰐部　瑛南 ワニベ　エナ 空身館

鰐部　比奈子 ワニベ　ヒナコ 空身館
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