
カラテドリームフェスティバル2022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。

氏名 フリガナ 支部道場名

浅野　浩二 アサノ　コウジ 愛知中央支部

天野　瑞姫 アマノ　ミズキ 愛知中央支部

安藤　亘汰 アンドウ　カンタ 愛知中央支部

安藤　仁汰 アンドウ　ジンタ 愛知中央支部

石黒　花穏 イシグロ　カノン 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

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　一真 イトウ　カズマ 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

江﨑 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

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

小泉　結菜 コイズミ　ユイナ 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

将口　美希 ショウグチ　ミキ 愛知中央支部

将口　八重美 ショウグチ　ヤエミ 愛知中央支部

白倉　碧人 シラクラ　アオト 愛知中央支部

菅谷　俐駆 スガヤ　リク 愛知中央支部
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菅谷　漣佑 スガヤ　レンスケ 愛知中央支部

杉山　ゆいき スギヤマ　ユイキ 愛知中央支部

杉山　ゆずゆ スギヤマ　ユズユ 愛知中央支部

鈴木　愛心 スズキ　アイミ 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

鈴木　心優梨 スズキ　ミユナ 愛知中央支部

鈴木　悠太 スズキ　ユウタ 愛知中央支部

武山 詩音 タケヤマ シオン 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

中越　一瑳 ナカゴシ　イッサ 愛知中央支部

中越　美玲 ナカゴシ　ミレイ 愛知中央支部

長嶺   愛花 ナガミネ   マナカ 愛知中央支部

西尾　琉煌 ニシオ　ルキア 愛知中央支部

西尾　來姫 ニシオ　ルルア 愛知中央支部

野中　興聖 ノナカ　コウセイ 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

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

前田　幹太朗 マエダ　カンタロウ 愛知中央支部

前田　菊乃 マエダ　キクノ 愛知中央支部

増田　昭彦 マスダ　アキヒコ 愛知中央支部

松井勇磨 マツイユウマ 愛知中央支部

松浦　謙一 マツウラ　ケンイチ 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

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

冨田　空琉 トミタ　クリュウ 愛媛支部

青山 春輝 アオヤマ ハルキ 茨城県央支部
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雨宮　紗羽 アメミヤ　サワ 茨城県央支部

小田切　創太 オダギリ　ソウタ 茨城県央支部

勝山　龍弥 カツヤマ　リュウヤ 茨城県央支部

川上　蓮 カワカミ　レン 茨城県央支部

川崎　学 カワサキ　マナブ 茨城県央支部

小林　海琉 コバヤシ　カイリ 茨城県央支部

小堀　太馳 コボリ　タイチ 茨城県央支部

小堀 暖馬 コボリ ハルマ 茨城県央支部

作間 祐莉那 サクマ ユリナ 茨城県央支部

佐々木　真 ササキ　マコト 茨城県央支部

白戸　翔太 シラト　ショウタ 茨城県央支部

白戸　結希椰 シラト　ユキヤ 茨城県央支部

神保 智 ジンボ マサト 茨城県央支部

鈴木　ねねあ スズキ　ネネア 茨城県央支部

鈴木　秀樹 スズキ　ヒデキ 茨城県央支部

根本　昌紀 ネモト　マサノリ 茨城県央支部

橋本　紗菜 ハシモト　サナ 茨城県央支部

浜松　煌平 ハママツ　コウヘイ 茨城県央支部

浜松　鉄平 ハママツ　テッペイ 茨城県央支部

堀口　良 ホリグチ　リョウ 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

黛 伊吹 マユズミ イブキ 茨城県央支部

黛 千歳 マユズミ チトセ 茨城県央支部

黛 大和 マユズミ ヤマト 茨城県央支部

湯浅　葵 ユアサ　アオイ 茨城県央支部

湯浅　才蔵 ユアサ　サイゾウ 茨城県央支部

渡辺　一心 ワタナベ　イッシン 茨城県央支部

阿部　葵心 アベ　キシン 奄美支部

新　結愛 アラタ　ユア 奄美支部

栄　丈太郎 サカエ　ジョウタロウ 奄美支部

榮　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

平  香里奈 タイラ  カリナ 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
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日置　梓 ヒオキ　アズサ 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

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　シータ ヨシナガ　シータ 奄美支部

義永　シータ ヨシナガ　シータ 奄美支部

義永　テア ヨシナガ　テア 奄美支部

近江　俊介 オウミ　シュンスケ 岡山市北道場

南　慎宜 ミナミ　シンギ 岡山東支部

森本　英資 モリモト　ヒデシ 岡山東支部

柚木　一乃 ユノキ　イチノ 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

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

黄　研一 コウ　ケンイチ 沖縄支部

黄 議宏 コウ ノリヒロ 沖縄支部

島袋　九侶夢 シマブクロ　クロム 沖縄支部

平良　統進 タイラ　トウシン 沖縄支部

中森　泉結 ナカモリ　ミユウ 沖縄支部

波多野　景人 ハタノ　ケイト 沖縄支部

村山 稟空 ムラヤマ リク 沖縄支部

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

和崎　光助 ワサキ　コウスケ 沖縄支部

和崎　光成 ワサキ　コウダイ 沖縄支部

和崎　美空 ワサキ　ミク 沖縄支部

亀山　旦陽 カメヤマ　アサヒ 岐阜支部

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

河口　英司 カワグチ　エイジ 岐阜支部

小池　夏向 コイケ　カナタ 岐阜支部
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古定　啓司 コテイ　ケイジ 岐阜支部

小林　汐音 コバヤシ　シオン 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

崎森　めい サキモリ　メイ 岐阜支部

崎森　めい サキモリ　メイ 岐阜支部

崎森　めい サキモリ　メイ 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

田宮　花音 タミヤ　カノン 岐阜支部

田宮　咲太朗 タミヤ　サクタロウ 岐阜支部

徳光　彩友美 トクミツ　アユミ 岐阜支部

徳光　真奈美 トクミツ　マナミ 岐阜支部

徳光　美沙紀 トクミツ　ミサキ 岐阜支部

中村　琉雅 ナカムラ　リュウガ 岐阜支部

藤内　湧月 フジウチ　ユヅキ 岐阜支部

藤本　千奈 フジモト　チナ 岐阜支部

藤本　宏斗 フジモト　ヒロト 岐阜支部

増田　愛里寿 マスダ　アリス 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

松田　美月 まった　みつき 宮崎ひなた支部

池田　陸 イケダ　リク 宮崎中央道場

井上統天 イノウエトウマ 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

津口　和虎 ツグチ　カズトラ 宮崎中央道場

鳥原  隆司 トリハラ  タカシ 宮崎中央道場

船ヶ山　璃郁 フナガヤマ　リク 宮崎中央道場

松浦　留已 マツウラ　ルイ 宮崎中央道場

岩﨑　千治 イワサキ　チハル 宮城支部

金井　慎一 カナイ　シンイチ 宮城支部

武田　英士 タケダ　エイジ 宮城支部
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武田　大和 タケダ　ヤマト 宮城支部

田村　俊宣 タムラ　トシノブ 宮城支部

浦畑　陽人 ウラハタ　ハルト 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

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

阿部勇人 アベユウト 群馬支部

石井　凛花 イシイ　リンカ 群馬支部

井田 隼人 イダ ハヤト 群馬支部

Tomohisa　Ichikawa イチカワ　トモヒサ 群馬支部

今泉　翔琉 イマイズミ　カケル 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　和香 ウエマツ　ワカ 群馬支部

梅山　佳大 ウメヤマ　カイト 群馬支部

浦野　琉世 ウラノ　リュウセイ 群馬支部

大澤　翔 オオサワ　ショウ 群馬支部

大澤　翼 オオサワ　ツバサ 群馬支部

黒澤　創太 クロサワ　ソウタ 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

近藤　かなで コンドウ　カナデ 群馬支部

齋藤　琥太朗 サイトウ　コタロウ 群馬支部

齋藤　萊那 サイトウ　ライナ 群馬支部

下城 輝士 シモジョウ アキト 群馬支部

下城 治士 シモジョウ ハルト 群馬支部

菅原　伸一 スガハラ　シンイチ 群馬支部

関口  碧 セキグチ  アオイ 群馬支部

関口  煌翔 セキグチ  コウガ 群馬支部

高木　希海 タカギ　ノゾミ 群馬支部

高木　望夢 タカギ　ノゾム 群馬支部

高橋　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

蛭田　大希 ヒルタ　ダイキ 群馬支部

前原　絆芯 マエハラ　キシン 群馬支部

松浦　宗宣 マツウラ　ムネノリ 群馬支部

6/53



柳澤　佑哉 ヤナギサワ　ユウヤ 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

浅見 玲美那 アサミ レミナ 厚木・赤羽支部

新井  つむぎ アライ  ツムギ 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

伊谷　拓実 イタニ　タクミ 厚木・赤羽支部

今泉 陽太 イマイズミ ヒナタ 厚木・赤羽支部

今泉 遼春 イマイズミ リョウハ 厚木・赤羽支部

岩本　昇幸 イワモト　ノブユキ 厚木・赤羽支部

内田　英寿 ウチダ　エイジュ 厚木・赤羽支部

越前谷　結依 エチゼンヤ　ユイ 厚木・赤羽支部

小原　健一 オハラ　ケンイチ 厚木・赤羽支部

柿沼　栄輝 カキヌマ　エイキ 厚木・赤羽支部

影島　壮汰 カゲシマ　ソウタ 厚木・赤羽支部

川田　幸 カワタ　サチ 厚木・赤羽支部

木津　秀富 キヅ　ヒデトミ 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

小内　一浩 コウチ　カズヒロ 厚木・赤羽支部

児玉　琉莉 コダマ　ルリ 厚木・赤羽支部

後藤　郁翔 ゴトウ　アヤト 厚木・赤羽支部

後藤 謙臣 ゴトウ ケンシン 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

小原　みつき コハラ　ミツキ 厚木・赤羽支部

迫脇　颯太 サコワキ　ソウタ 厚木・赤羽支部

佐藤　航太 サトウ　コウタ 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

瀧　寿々音 タキ　スズネ 厚木・赤羽支部

瀧　七々海 タキ　ナナミ 厚木・赤羽支部

瀧　百々花 タキ　モモカ 厚木・赤羽支部

田辺　真凛 タナベ　マリン 厚木・赤羽支部
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戸高　弘人 トダカ　ヒロト 厚木・赤羽支部

中里　誠一 ナカザト　セイイチ 厚木・赤羽支部

箱崎　渉真 ハコザキ　ショウマ 厚木・赤羽支部

坂内 明花莉 バンナイ アカリ 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

福田　尚央 フクダ　ナオ 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

山田 裕正 ヤマダ ヒロマサ 厚木・赤羽支部

林　世真 リン　セジン 厚木・赤羽支部

林　世稀 リン　セヒ 厚木・赤羽支部

林　錫峰 リン　ソッポン 厚木・赤羽支部

今井　海斗 イマイ　カイト 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

高橋　寿羽 タカハシ　トハ 広島支部

田口　鈴果 タグチ　スズカ 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

濵野 葵 ハマノ ソウ 広島支部

濵野 宙 ハマノ ソラ 広島支部

藤本　茉侑 フジモト　マユ 広島支部

藤本　祐将 フジモト　ユウスケ 広島支部

古庄　正樹 フルショウ　マサキ 広島支部

松本　久貴 マツモト　ヒサタカ 広島支部

山口　新泰 ヤマグチ　アラタ 広島支部

山口　奨泰 ヤマグチ　ショウタ 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

安達　稜太 アダチ　リョウタ 江戸川道場

新井 理仁 アライ リヒト 江戸川道場

五十嵐　愛翔 イガラシ　マナト 江戸川道場
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五十嵐　律樹 イガラシ　リツキ 江戸川道場

石井　成乃介 イシイ　セイノスケ 江戸川道場

石澤　寛九郎 イシザワ　カンクロウ 江戸川道場

石原　遼斗 イシハラ　ハルト 江戸川道場

市川 拓磨 イチカワ タクマ 江戸川道場

一ノ瀬　慶太 イチノセ　ケイタ 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

伊藤　颯汰 イトウ　ソウタ 江戸川道場

伊藤　稔 イトウ　ミノル 江戸川道場

イトガミチコ イトガ　ミチコ 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

岩本　結花 イワモト　ユナ 江戸川道場

岩本　碧空 イワモト　リク 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

牛尾　颯太 ウシオ　ソウタ 江戸川道場

牛尾　結 ウシオ　ユイ 江戸川道場

太田　澄弥 おおた　とおや 江戸川道場

太田　陸翔 オオタ　リクト 江戸川道場

大友　侃 オオトモ　カン 江戸川道場

大友　伯 オオトモ　ハク 江戸川道場

大西　敦己 オオニシ　アツキ 江戸川道場

岡野　友悟 オカノ　ユウゴ 江戸川道場

沖崎　唯 オキザキ　ユイ 江戸川道場

奥山　貴裕 オクヤマ　タカヒロ 江戸川道場

小倉　一彦 オグラ　カズヒコ 江戸川道場

小澤　統士 オザワ　トウジ 江戸川道場

小野里　俊佑 オノザト  シュンスケ 江戸川道場

小野里　颯祐 オノザト  ソウスケ 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

鎌田　響詩 カマダ　ヒビト 江戸川道場

川﨑　瑛斗 カワサキ　アキト 江戸川道場

川﨑　凱斗 カワサキ　カイト 江戸川道場

木村　哉太 キムラ　カナタ 江戸川道場
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木村 拳 キムラ ケン 江戸川道場

木村　聡太 キムラ　ソウタ 江戸川道場

木村 蓮 キムラ レン 江戸川道場

虞　茹楽 グ　ユラ 江戸川道場

幸治　龍之介 コウジ　リュウノスケ 江戸川道場

小菅　雄貴 コスゲ　ユウキ 江戸川道場

後藤　真音 ゴトウ　マサト 江戸川道場

菰田　瑛斗 コモダ　エイト 江戸川道場

小森　隼人 コモリ　ハヤト 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

坂本　琥聖 サカモト　コセイ 江戸川道場

坂本　智臣 サカモト　トモオミ 江戸川道場

坂本　蘭 サカモト　ラン 江戸川道場

佐藤　光之助 サトウ　コウノスケ 江戸川道場

佐藤　心音 サトウ　ココネ 江戸川道場

佐藤　澄空 サトウ　ソラ 江戸川道場

佐藤　有将 サトウ　ユウスケ 江戸川道場

佐藤　怜南 サトウ　レイナ 江戸川道場

柴田　航志 シバタ　コウシ 江戸川道場

柴田　拓弥 シバタ　タクヤ 江戸川道場

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

白井　楓 シライ　カエデ 江戸川道場

須藤　橙生 スドウ　ダイキ 江戸川道場

勢川　暖豊 セガワ　ハルト 江戸川道場

染谷　奏音 ソメヤ　カノン 江戸川道場

平良　幸美 タイラ　ユキミ 江戸川道場

髙橋　希歩 タカハシ　キホ 江戸川道場

田中　聖愛 タナカ　マリア 江戸川道場

田中　聖愛 タナカ　マリア 江戸川道場

田中　劉聖 タナカ　リュウセイ 江戸川道場

田中　稜真 タナカ　リョウマ 江戸川道場

千葉　一翔 チバ　イチト 江戸川道場

趙法然 チョウ　ホウゼン 江戸川道場

角川 夏海 ツノカワ ナツミ 江戸川道場

出目　哲哉 デメ　テツヤ 江戸川道場

出目　宏 デメ　ヒロシ 江戸川道場
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遠田　竜司 トオダ　リュウジ 江戸川道場

戸谷　光希 トヤ　コウキ 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　爽愛 ナガタ　ソラ 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

楢原　彩加 ナラハラ　サヤカ 江戸川道場

新島　浬 ニイジマ　カイリ 江戸川道場

西尾　駿 ニシオ　シュン 江戸川道場

西島　賢志 ニシジマ　ケンシ 江戸川道場

西野　輝大 ニシノ　ヒカル 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

平林　莉緒 ヒラバヤシ　リオ 江戸川道場

蛭田 息吹 ヒルタ イブキ 江戸川道場

蛭田 裕基 ヒルタ ユウキ 江戸川道場

蛭田 理佐 ヒルタ リサ 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

福家　應介 フクヤ　オウスケ 江戸川道場

福家　琥太郎 フクヤ　コタロウ 江戸川道場

藤田　秀平 フジタ　シュウヘイ 江戸川道場

布田　澄 フダ　ワタル 江戸川道場

馬　駿か マ　シュンカ 江戸川道場

増田　晟士 マスダ　マサヒト 江戸川道場

松永　佳来 マツナガ　カク 江戸川道場

松原　圭治郎 マツバラ　ケイジロウ 江戸川道場

松原　丈一郎 マツバラ　ジョウイチロウ 江戸川道場

松原　新汰郎 マツバラ　シンタロウ 江戸川道場

三浦　澄海 ミウラ　スカイ 江戸川道場

南　友梨子 ミナミ　ユリコ 江戸川道場

峯岸　拓馬 ミネギシ　タクマ 江戸川道場

三宅　皐太 ミヤケ　コウタ 江戸川道場

宮司　和葵 ミヤジ　カズキ 江戸川道場

宮本　修汰 ミヤモト　シュウタ 江戸川道場

宮本　莉子 ミヤモト　リコ 江戸川道場
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村田　湊真 ムラタ　ソウマ 江戸川道場

村田　惟斗 ムラタ　ユイト 江戸川道場

矢吹 　悠聖 ヤブキ　ユウセイ 江戸川道場

山内　想也 ヤマウチ　ソウヤ 江戸川道場

山内　稜己 ヤマウチ　リョウゴ 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

山口　莉央 ヤマグチ　リオ 江戸川道場

山下　賢隆 ヤマシタ　ヨシタカ 江戸川道場

山田　祐輝 ヤマダ　ユウキ 江戸川道場

鑓水　雄太 ヤリミズ　ユウタ 江戸川道場

横田　陸 ヨコタ　リク 江戸川道場

吉田 莉久 ヨシダ リク 江戸川道場

吉永　翔陽 ヨシナガ　ショウヨウ 江戸川道場

吉野　楓助 ヨシノ　フウスケ 江戸川道場

ロワイエ　優心 ロワイエ　ユウゴ 江戸川道場

和田　直樹 ワダ　ナオキ 江戸川道場

渡邊　颯汰 ワタナベ　ソウタ 江戸川道場

渡辺　蓮 ワタナベ　レン 江戸川道場

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

中條　世捺 チュウジョウ　セナ 香川中央支部

西丸　太一 ニシマル　タイチ 香川中央支部

羽原　繁 ハバラ　シゲル 香川中央支部

大杉　瑛人 オオスギ　エイト 高知支部

岡山  愛佳 オカヤマ  アイカ 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

川村　尚玄 カワムラ　ショウゲン 高知支部

川村　環 カワムラ　タマキ 高知支部

北代　波久 キタダイ　ハク 高知支部

北代　波久 キタダイ　ハク 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　陽海 セキ　ハルミ 高知支部

関　真帆 セキ　マホ 高知支部
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関　真帆 セキ　マホ 高知支部

谷口　蘭 タニグチ　ラン 高知支部

谷口　凛 タニグチ　リン 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

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

浅見　惺捺 アサミ　セイナ 埼玉大宮西支部

池田　陽紀 イケダ　ハルキ 埼玉大宮西支部

石坂　雅彦 イシザカ　マサヒコ 埼玉大宮西支部

稲葉    太一 イナバ    タイチ 埼玉大宮西支部

上原　和心美 ウエハラ　ナゴミ 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

大崎　健哉 オオサキ　ケンヤ 埼玉大宮西支部

大菅 耀士朗 オオスガ ヨウジロウ 埼玉大宮西支部

太田　沙月 オオタ　サツキ 埼玉大宮西支部

岡村　海汰 オカムラ　ウタ 埼玉大宮西支部

亀山　翔太 カメヤマ　ショウタ 埼玉大宮西支部

川下　龍生 カワシタ　リュウセイ 埼玉大宮西支部

川島　滋 カワシマ　シゲル 埼玉大宮西支部

金城　凛久 キンジョウ　リク 埼玉大宮西支部

小池　妃星 コイケ　キアラ 埼玉大宮西支部

小坂　丈 コサカ　ジョウ 埼玉大宮西支部

小永吉　優澄 コナガヨシ　ユウト 埼玉大宮西支部

嶋村　碧人 シマムラ　アオト 埼玉大宮西支部

嶋村　結子 シマムラ　ユイコ 埼玉大宮西支部

嶋村　結子 シマムラ　ユイコ 埼玉大宮西支部

髙田　春磨 タカダ　ハルマ 埼玉大宮西支部

高橋　厚 タカハシ　アツシ 埼玉大宮西支部

田野　海晴 タノ　カイセイ 埼玉大宮西支部

田場　典彗 タバ　テンセイ 埼玉大宮西支部

辻本　侑大 ツジモト　ユウダイ 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

中込　裕向汰 ナカゴメ　ヒナタ 埼玉大宮西支部

塙　一輝 ハナワ　カズキ 埼玉大宮西支部

星野　陽向 ホシノ　ヒナタ 埼玉大宮西支部

細谷 誉 ホソヤ ホマレ 埼玉大宮西支部
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細谷 希花 ホソヤ マレカ 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

牧瀬　知允 マキセ　トモヤ 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

村岡　進矢 ムラオカ　シンヤ 埼玉大宮西支部

森　広樹 モリ　ヒロキ 埼玉大宮西支部

山崎　蒼太 ヤマザキ　ソウタ 埼玉大宮西支部

山本　奏音 ヤマモト　カナネ 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

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

五十嵐　虹心 イガラシ　ニコ 埼玉中央道場

石井　浩二 イシイ　コウジ 埼玉中央道場

岩瀬　隆志 イワセ　タカシ 埼玉中央道場

碓井　陸斗 ウスイ　リクト 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 うちの　あきと 埼玉中央道場

大野　匡陽 オオノ　マサヤ 埼玉中央道場

長田　悠里 オサダ　ユリ 埼玉中央道場

葛西　信行 カサイ　ノブユキ 埼玉中央道場

鎌形　佑幾 カマガタ　ユウキ 埼玉中央道場

神田　桂奈 カンダ　ケイナ 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

菊地　範芳 キクチ　ノリヨシ 埼玉中央道場

坂本　泉 サカモト　イズミ 埼玉中央道場

佐々木　蓮 ササキ　レン 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

相馬　大樹 ソウマ　ダイキ 埼玉中央道場

相馬　竜玖 ソウマ　タツヒサ 埼玉中央道場

出口　有為 デグチ　ウイ 埼玉中央道場

寺田　智哉 テラダ　トモヤ 埼玉中央道場
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十枝内　舞凜 トシナイ　マリン 埼玉中央道場

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

中村　友莉亜 ナカムラ　ユリア 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 龍二 ハニュウ リュウジ 埼玉中央道場

原田　海翔 ハラダ　カイト 埼玉中央道場

原田　公 ハラダ　コウ 埼玉中央道場

福原　恵 フクハラ　メグミ 埼玉中央道場

美川　直輝 ミカワ　ナオキ 埼玉中央道場

美濃島　楽 ミノシマ　ガク 埼玉中央道場

宮田　維睦 ミヤタ　イチカ 埼玉中央道場

武藤　廣祐 ムトウ　コウスケ 埼玉中央道場

毛利　悠馬 モウリ　ユウマ 埼玉中央道場

栁田　誠悟 ヤナギダ　セイゴ 埼玉中央道場

新井　禅大 アライ　ゼンタ 埼玉武蔵支部

荒井　鼓 アライ　ツヅミ 埼玉武蔵支部

荒井　俐人 アライ　リヒト 埼玉武蔵支部

有元　崇 アリモト　タカシ 埼玉武蔵支部

五十嵐　和幸 イガラシ　カズユキ 埼玉武蔵支部

岩淵 悠太 イワブチ ユウタ 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

大橋　和馬 オオハシ　カズマ 埼玉武蔵支部

加藤　渚 カトウ　ナギサ 埼玉武蔵支部

加藤　龍司 カトウ　リュウジ 埼玉武蔵支部

加藤　龍司 カトウ　リュウジ 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

克夫 カラオカ カツオ 埼玉武蔵支部

小林　里海 コバヤシ　サトミ 埼玉武蔵支部

小林　信義 コバヤシ　シンギ 埼玉武蔵支部

小林　千桜 コバヤシ　チサ 埼玉武蔵支部

小林　侑葵 コバヤシ　ユウキ 埼玉武蔵支部

近藤　叶太 コンドウ　カナタ 埼玉武蔵支部

島村　一瑳 シマムラ　イッサ 埼玉武蔵支部
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諏訪　陽人 スワ　ハルト 埼玉武蔵支部

椿　鳳鎧 ツバキ　ホウガイ 埼玉武蔵支部

長尾 耀成 ナガオ アキナリ 埼玉武蔵支部

中東　夏英 ナカトウ　カエ 埼玉武蔵支部

中東　壮介 ナカトウ　ソウスケ 埼玉武蔵支部

福住　雄二 フクズミ　ユウジ 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

山田　健太 ヤマダ　ケンタ 埼玉武蔵支部

山田　順子 ヤマダ　ジュンコ 埼玉武蔵支部

吉井　隆志 ヨシイ　タカシ 埼玉武蔵支部

吉沢　太希 ヨシザワ　タイキ 埼玉武蔵支部

米倉　日良 ヨネクラ　ニコラ 埼玉武蔵支部

渡辺　征侍アグスティン ワタナベ　セイジアグスティン 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

上野 煌世 ウエノ コウセイ 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

中村　哲也 ナカムラ　テツヤ 三重中央支部

中村　晃久 ナカムラ　テルヒサ 三重中央支部

野田　龍輝 ノダ　タツキ 三重中央支部

脇田　辰夫 ワキタ　タツオ 三重中央支部

内田 颯愛 ウチダ ソア 三重北道場

佐藤　市惺 サトウ　イッセイ 三重北道場

佐藤　優青 サトウ　ユウセイ 三重北道場

近持　日向子 チカモチ　ヒナコ 三重北道場

近持　凛太朗 チカモチ　リンタロウ 三重北道場

任田　琉之介 トウダ　リュウノスケ 三重北道場

宗像　蓮斗 ムナカタ　レント 三重北道場

横田　正道 ヨコタ　マサミチ 三重北道場

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　結愛 テラダ　ユア 山口中央支部

寺田　里愛 テラダ　リア 山口中央支部
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寺田　琉愛 テラダ　ルア 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

石井　愛留 イシイ　アイル 滋賀中央支部

石津　一晟 イシヅ　イッセイ 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

岡村  星那 オカムラ  セナ 滋賀中央支部

奥村　里梨 オクムラ　リリ 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

河村　剛弦 カワムラ　ゴウゲン 滋賀中央支部

小島　羚愛 コジマ　レア 滋賀中央支部

正垣　遼真 ショウガキ　リョウマ 滋賀中央支部

杉原　杏南 スギハラ　アンナ 滋賀中央支部

杉原　美南 スギハラ　ミナミ 滋賀中央支部

髙田　健太朗 タカダ　ケンタロウ 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

中島　粋 ナカシマ　イキ 滋賀中央支部

中嶋　健作 ナカジマ　ケンサク 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

長谷川　礎 ハセガワ　キズキ 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

森　蓮花 モリ　レンカ 滋賀中央支部

山村　右京 ヤマムラ　ウキョウ 滋賀中央支部

堀之内　陽逞 ホリノウチ　ヨウタ 鹿児島支部

梅本　さくら ウメモト　サクラ 鹿児島中央支部

緒方　優愛 オガタ　ユウア 鹿児島中央支部

上水流　健心 カミズル　ケンシン 鹿児島中央支部

篠崎　大和 シノザキ　ヤマト 鹿児島中央支部
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新川　礼緒 シンカワ　レオ 鹿児島中央支部

染川　世和 そめかわ　せな 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

塚田  隆騎 ツカダ  リュウキ 鹿児島中央支部

塚田　俊騎 ツカダ　トシキ 鹿児島中央支部

永岡　寬史 ナガオカ　ヒロヒト 鹿児島中央支部

原　辰徳 ハラ　タツノリ 鹿児島中央支部

淵上　瑶己 フチガミ　タマキ 鹿児島中央支部

淵上　春 フチガミ　ハル 鹿児島中央支部

別城　直樹 べっき　なおき 鹿児島中央支部

前迫 優那 マエサコ ユナ 鹿児島中央支部

本村　英貴 モトムラ　ヒデタカ 鹿児島中央支部

吉澤　和人 ヨシザワ　カズト 鹿児島中央支部

渡邉　真志 ワタナベ　マサシ 鹿児島中央支部

佐藤　逢夢 サトウ　アム 秋田支部

井上　華穂 イノウエ　カホ 湘南支部

井上　知優 イノウエ　ハルマ 湘南支部

慶田　新 ケイダ　アラタ 湘南支部

慶田　晟太郎 ケイダ　ジョウタロウ 湘南支部

齋藤　旭飛 サイトウ　アサヒ 湘南支部

齋藤　唯月 サイトウ　イツキ 湘南支部

齋藤　央貴 サイトウ　オウキ 湘南支部

齋藤　蒼空 サイトウ　ソラ 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

鷺谷　龍平 サギヤ　リュウヘイ 湘南支部

鈴木　涼 スズキ　リョウ 湘南支部

髙橋　滝登 タカハシ　タキト 湘南支部

樋口　海舟 ヒグチ　カイシュウ 湘南支部

樋口　龍馬 ヒグチ　リョウマ 湘南支部

平田　亙 ヒラタ　コウ 湘南支部

横手朱里 ヨコテ　アカリ 湘南支部

横手　武徳 ヨコテ　タケノリ 湘南支部

加藤　修一 カトウ　シュウイチ 新潟支部

釜田　蒼汰 カマタ　ソウタ 新潟支部

西坂　瑠亜人 ニシザカ　ルアト 新潟支部

西條　裕雅 ニシジョウ　ユウガ 新潟支部

花岡　愛菜 ハナオカ　エナ 新潟支部
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林  愛夏 ﾊﾔｼ  ｱｲｶ 新潟支部

林  一樹 ﾊﾔｼ  ｶｽﾞｷ 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

古川　空音 フルカワ　アキト 新潟支部

古川　海音 フルカワ　ミオン 新潟支部

古川　陽子 フルカワ　ヨウコ 新潟支部

宮川　颯真 ミヤカワ　ソウマ 新潟支部

宮川　悠人 ミヤカワ　ハルト 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

武田　浩樹 タケダ　ヒロキ 新宿道場

新井　秀明 アライ　ヒデアキ 神奈川東横浜支部

有田　智成 アリタ　トモナリ 神奈川東横浜支部

池野谷　あまね イケノヤ　アマネ 神奈川東横浜支部

池野谷　匠 イケノヤ　タクミ 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

石坂　優香 イシザカ　ユウカ 神奈川東横浜支部

石野　泰地 イシノ　ダイチ 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

伊藤　ひまり イトウ　ヒマリ 神奈川東横浜支部

今村　舞子 イマムラ　マユコ 神奈川東横浜支部

岩田　光由 イワタ　ミツヨシ 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

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

梅澤　彩音 ウメザワ　アヤネ 神奈川東横浜支部

梅澤　琴音 ウメザワ　コトネ 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

江連　学 エヅレ　マナブ 神奈川東横浜支部

及川　公之 オイカワ　キミユキ 神奈川東横浜支部

オウス　ガブリエル　勇太 オウス　ガブリエル　ユウタ 神奈川東横浜支部

オウス　クリスティアナ　愛真 オウス　クリスティアナ　エマ 神奈川東横浜支部

大塚　晴斗 オオツカ　ハルト 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

岡田　興治 オカダ　コウジ 神奈川東横浜支部
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尾形　昌美 オガタ　マサミ 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

小野　政亮 オノ　マサアキ 神奈川東横浜支部

加古　謙司 カコ　ケンジ 神奈川東横浜支部

梶　健一朗 カジ　ケンイチロウ 神奈川東横浜支部

堅田　奈美 カタダ　ナミ 神奈川東横浜支部

片柳　美芙弥 カタヤナギ　ミフミ 神奈川東横浜支部

加藤　隆 カトウ　タカシ 神奈川東横浜支部

亀倉  虎太郎 カメクラ  コタロウ 神奈川東横浜支部

木内 滉人 キウチ ヒロト 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

橘田　仁 キッタ　ジン 神奈川東横浜支部

橘田　隆慈 キッタ　リュウジ 神奈川東横浜支部

君島　凛音 キミシマ　リノ 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　貴大 クリハラ　タカヒロ 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　和博 コバヤシ　カズヒロ 神奈川東横浜支部

小林 正樹 コバヤシ マサキ 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

財津　弘幸 ザイツ　ヒロユキ 神奈川東横浜支部

齊藤 孟 サイトウ ハジメ 神奈川東横浜支部

齋藤　遼人 サイトウ　リョウト 神奈川東横浜支部

三枝　明弘 サエグサ　アキヒロ 神奈川東横浜支部

作田　岳登 サクタ　ガクト 神奈川東横浜支部

佐々木　成和 ササキ　シゲカズ 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

佐村　陸太 サムラ　リクタ 神奈川東横浜支部

塩野　悠人 シオノ　ユウト 神奈川東横浜支部

篠原　佑騎 シノハラ　ユウキ 神奈川東横浜支部

嶋田　竜士 シマダ　リュウジ 神奈川東横浜支部

清水　嘉翔 シミズ　ヨシト 神奈川東横浜支部

庄司　航 ショウジ　コウ 神奈川東横浜支部

杉山　健汰 スギヤマ　ケンタ 神奈川東横浜支部

鈴木 颯真 スズキ ソウマ 神奈川東横浜支部
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鈴木 英明 スズキ ヒデアキ 神奈川東横浜支部

鈴木　隆世 スズキ　リュウセイ 神奈川東横浜支部

須藤　隆之 ストウ　タカユキ 神奈川東横浜支部

平　光真知 タイラ　コマチ 神奈川東横浜支部

平　絆和 タイラ　ハンナ 神奈川東横浜支部

高野　太成 タカノ　タイセイ 神奈川東横浜支部

高松　琉輝 タカマツ　リュウキ 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

田坂　大地 タサカ　ダイチ 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　伯澄 タチ　ハスミ 神奈川東横浜支部

田中　碧翔 タナカ　アオト 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

田中 潤 タナカ　ジュン 神奈川東横浜支部

津隈　隆 ツグマ　タカシ 神奈川東横浜支部

露木　公象 ツユキ　コウゾウ 神奈川東横浜支部

テラオタクヤ テラオ　タクヤ 神奈川東横浜支部

トレトノフ　アンドレイ理世 トレトノフ　アンドレイリヨ 神奈川東横浜支部

トレトノフ　オウグスタ友里 トレトノフ　オウグスタユウリ 神奈川東横浜支部

中尾　正樹 ナカオ　マサキ 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

中島　明 ナカジマ　アキラ 神奈川東横浜支部

永田　博之 ナガタ　ヒロユキ 神奈川東横浜支部

永原　彗斗 ナガハラ　ケイト 神奈川東横浜支部

名倉　史織 ナグラ　シオリ 神奈川東横浜支部

西岡　義高 ニシオカ　ヨシタカ 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

根本　敦弘 ネモト　アツヒロ 神奈川東横浜支部

濱口　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

平尾　匠真 ヒラオ　ショウマ 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

平林　結貴 ヒラバヤシ　ユタカ 神奈川東横浜支部

フォン　ジウチェン フォン　ジウチェン 神奈川東横浜支部

フォン　ユウハン フォン　ユウハン 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
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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

舩場　英斗 フナバ　エイト 神奈川東横浜支部

松井　康太 マツイ　コウタ 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 保乃 マツモト　ホノ 神奈川東横浜支部

間邊　岳斗 マナベ　ヤマト 神奈川東横浜支部

宮内　舞斗 ミヤウチ　マイト 神奈川東横浜支部

宮島　快 ミヤジマ　カイ 神奈川東横浜支部

栁澤 絢音 ヤナギサワ アヤネ 神奈川東横浜支部

矢部　海翔 ヤベ　カイト 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

山下　空那 ヤマシタ　ソナ 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

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

渡辺　愛梨 ワタナベ　アイリ 神奈川東横浜支部

天野　雄一郎 アマノ　ユウイチロウ 神奈川北加藤道場

石川　励 イシカワ　レイ 神奈川北加藤道場

石橋　虎汰郎 イシバシ　コタロウ 神奈川北加藤道場

石橋　虎汰郎 イシバシ　トヨタロウ 神奈川北加藤道場

井植　伊織 イノウエ　イオリ 神奈川北加藤道場

井植　孝之 イノウエ　タカユキ 神奈川北加藤道場

岩井　嘉来 イワイ　カイザ 神奈川北加藤道場

奥村　聡介 オクムラ　ソウスケ 神奈川北加藤道場

奥村　祐介 オクムラ　ユウスケ 神奈川北加藤道場

川﨑　浩太朗 カワサキ　コウタロウ 神奈川北加藤道場

木原　真翔 キハラ　マナト 神奈川北加藤道場

木村　勇貴 キムラ　ユウキ 神奈川北加藤道場

吉良　直太郎 キラ　ナオタロウ 神奈川北加藤道場

小林　心優 コバヤシ　コウ 神奈川北加藤道場

小林　直樹 コバヤシ　ナオキ 神奈川北加藤道場

小林　朗道 コバヤシ　ロイ 神奈川北加藤道場

澤田 峰之 サワダ ミネユキ 神奈川北加藤道場

杉本　大成 スギモト　タイセイ 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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関　隆之介 セキ　リュウノスケ 神奈川北加藤道場

髙橋　芳文 タカハシ　ヨシフミ 神奈川北加藤道場

長浜　大明 ナガハマ　タイメイ 神奈川北加藤道場

成田　挑 ナリタ　イドム 神奈川北加藤道場

西村　洋二郎 ニシムラ　ヨウジロウ 神奈川北加藤道場

原島　伸之 ハラシマ　ノブユキ 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

平山　径 ヒラヤマ　ケイ 神奈川北加藤道場

平山　径 ヒラヤマ　ケイ 神奈川北加藤道場

益子　湊介 マシコ　ソウスケ 神奈川北加藤道場

松澤　凛空 マツザワ　リク 神奈川北加藤道場

最上谷　航汰 モガミヤ　コウタ 神奈川北加藤道場

森本　琉可 モリモト　ルカ 神奈川北加藤道場

山田　陽翔 ヤマダ　ハルト 神奈川北加藤道場

山本　飛雄馬 ヤマモト　ヒュウマ 神奈川北加藤道場

吉澤　清司 ヨシザワ　キヨシ 神奈川北加藤道場

淺井　佳 アサイ　ケイ 世田谷・杉並支部

安島　義之 アジマ　ヨシユキ 世田谷・杉並支部

安島　梨央 アジマ　リオ 世田谷・杉並支部

阿部　琉夏 アベ　ルカ 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

永長　樹 エイナガ　イツキ 世田谷・杉並支部

太田　悠臣 オオタ　ヒサオミ 世田谷・杉並支部

大西　昭仁 おおにし　あきひと 世田谷・杉並支部

岡本志音 オカモトシオン 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

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

神原　詠二 カンバラ　エイジ 世田谷・杉並支部

菊地  琉音 キクチ  リオン 世田谷・杉並支部
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岸 睦 キシ マコト 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

小嶋　千之祐 コジマ　センノスケ 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

小林梓乃 コバヤシシノ 世田谷・杉並支部

小林獅琉 コバヤシシリュウ 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

佐々木　舜也 ササキ　シュンヤ 世田谷・杉並支部

佐々木　頼杜 ササキ　ヨシト 世田谷・杉並支部

佐野 日向太 サノ ヒナタ 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

隅山　聡 スヤマ　サトシ 世田谷・杉並支部

隅山　聡 スヤマ　サトシ 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

高橋　佳嗣 タカハシ　ヨシツグ 世田谷・杉並支部

滝口　真一郎 タキグチ　シンイチロウ 世田谷・杉並支部

竹下　大助 タケシタ　ダイスケ 世田谷・杉並支部

武田　航希 タケダ　コウキ 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　登也 タナカ　トウヤ 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

谷崎　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

徳永 陸人 トクナガ リクト 世田谷・杉並支部

永田　海斗 ナガタ　カイト 世田谷・杉並支部

野邑 心菜 ノムラ ココナ 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

濱場　奏汰 ハマバ　カナタ 世田谷・杉並支部
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平井　博之 ヒライ　ヒロシ 世田谷・杉並支部

藤山　泰成 フジヤマ　タイセイ 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

増澤  蒼空 マスザワ  ソラ 世田谷・杉並支部

松浦　祐介 マツウラ　ユウスケ 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

宮下　周邦 ミヤシタ　シュウホウ 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

森住　太一 モリズミ　タイチ 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

吉田　聖 ヨシダ　セナ 世田谷・杉並支部

米山　真弓 ヨネヤマ　マユミ 世田谷・杉並支部

若栗　叶芽 ワカグリ　カナメ 世田谷・杉並支部

若栗　杷溜 ワカグリ　ハル 世田谷・杉並支部

渡辺　和志 ワタナベ　カズシ 世田谷・杉並支部

石野　姫子 イシノ　ヒメコ 西神奈川支部

梅津　陽斗 ウメヅ　ハルト 西神奈川支部

運上　葵 ウンジョウ　アオイ 西神奈川支部

大前　彩希 オオマエ　サキ 西神奈川支部

加藤　煌刀 カトウ　コウハ 西神奈川支部

橘高　至洸 キッタカ　ユキヒロ 西神奈川支部

橘高　祥修 キッタカ　ヨシノブ 西神奈川支部

小宮 秀征 コミヤ シュウセイ 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 しまがき　りく 西神奈川支部

島田　怜 シマダ　レン 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

高木　颯真 タカギ　ソウマ 西神奈川支部

津田　涼成 ツダ　リョウセイ 西神奈川支部

永島　蓮 ナガシマ　レン 西神奈川支部

中村　聡介 ナカムラ　ソウスケ 西神奈川支部
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星　蒼馬 ホシ　ソウマ 西神奈川支部

本間　英良 ホンマ　ヒデヨシ 西神奈川支部

本間　康義 ホンマ　ヤスヨシ 西神奈川支部

前野　昊成 マエノ　コウセイ 西神奈川支部

丸山　美悠 マルヤマ　ミユ 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

宮崎 智貴 ミヤザキ トモキ 西神奈川支部

山下　将吾 ヤマシタ　ショウゴ 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

池谷　智行 イケヤ　トモユキ 静岡支部

池谷　凪生 イケヤ　ナオ 静岡支部

石井　正広 イシイ　マサヒロ 静岡支部

石原 碧愛 イシハラ アオ 静岡支部

伊藤　光希 イトウ　コウキ 静岡支部

伊藤　大晴 イトウ　タイセイ 静岡支部

伊東　蓮也 イトウ　レンヤ 静岡支部

上田　青 ウエダ　アオ 静岡支部

上田　朝日 ウエダ　アサヒ 静岡支部

内山　晴貴 ウチヤマ　ハルキ 静岡支部

江川　裕輔 エガワ　ユウスケ 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

岡村　潤 オカムラ　ジュン 静岡支部

岡村　潤 オカムラ　ジュン 静岡支部

小川　煌生 オガワ　コウセイ 静岡支部

小川　玄登 オガワ　ハルト 静岡支部

小澤　飛琥 オザワ　ヒュウク 静岡支部

樫原　薫 カシハラ　カオル 静岡支部

岸本  活之 キシモト カツユキ 静岡支部

金原　千晴 キンパラ　チハル 静岡支部

草薙　璃星 クサナギ　リセ 静岡支部

越田　力輝 コシタ　リキ 静岡支部

小島    大毅 コジマ    ダイキ 静岡支部

小長井　楓 コナガイ　カエデ 静岡支部

佐野　敏浩 サノ　トシヒロ 静岡支部
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杉山　泰千 スギヤマ　ダイチ 静岡支部

鈴木  裕太郎 スズキ  ユウタロウ 静岡支部

鈴木  琳太郎 スズキ  リンタロウ 静岡支部

鈴木　海斗 スズキ　カイト 静岡支部

鈴木　宥大 スズキ　ユウダイ 静岡支部

高村　律希 タカムラ　リツキ 静岡支部

竹下　紗奈 タケシタ　サナ 静岡支部

新見　陽仁 ニイミ　ハルヒト 静岡支部

新見　優希 ニイミ　ユウキ 静岡支部

野澤　侑樹 ノザワ　ユキ 静岡支部

野元　武 ノモト　タケシ 静岡支部

野元　琉生 ノモト　ルイ 静岡支部

早川　亜矢子 ハヤカワ　アヤコ 静岡支部

平野　聡汰 ヒラノ　ソウタ 静岡支部

深井　将之 フカイ　マサユキ 静岡支部

古舘　和奏 フルダテ　ワカナ 静岡支部

前田　輝心 マエダ　キシン 静岡支部

前田　空星 マエダ　クウト 静岡支部

松本  大虎 マツモト  ダイゴ 静岡支部

松本 由佳 マツモト  ユカ 静岡支部

松本 莉和 マツモト  リオ 静岡支部

宮津　凜久 ミヤヅ　リク 静岡支部

妙木　瑛祐 ミョウキ　エイスケ 静岡支部

村越　一真 ムラコシ　カズマ 静岡支部

村越　由季乃 ムラコシ　ユキノ 静岡支部

村田 藍生 ムラタ アオイ 静岡支部

村田 樹生 ムラタ イツキ 静岡支部

村松　莉央 ムラマツ　リオ 静岡支部

望月　悠愛 モチヅキ　ユメ 静岡支部

望月　羚生 モチヅキ　レオ 静岡支部

森下　和樹 モリシタ　カズキ 静岡支部

諸岡姫勇和 モロオカヒュウワ 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 やまもと　つよし 静岡支部

吉田　真翔 ヨシダ　マナト 静岡支部

吉田　隆真 ヨシダ　リュウマ 静岡支部

和田　瑞貴 ワダ　ミズキ 静岡支部

渡邉　和真 ワタナベ　カズマ 静岡支部
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渡邉　真幸 ワタナベ　マサキ 静岡支部

藍野 紫穏 アイノ シオン 千葉南支部

氏家　京太郎 ウジイエ　キョウタロウ 千葉南支部

氏家　煌希 ウジイエ　コウキ 千葉南支部

氏家　勇誠 ウジイエ　ユウセイ 千葉南支部

内山　貴詞 ウチヤマ　タカシ 千葉南支部

大杉　綾夏 オオスギ　アヤカ 千葉南支部

太田　恭平 オオタ　キョウヘイ 千葉南支部

大野　真央 オオノ　マオ 千葉南支部

加瀬　智博 カセ　トモヒロ 千葉南支部

加瀬　由香里 カセ　ユカリ 千葉南支部

加藤 惺大 カトウ セイタ 千葉南支部

加藤 惺大 カトウ セイタ 千葉南支部

鎌田　真聡 カマタ　マサト 千葉南支部

栗賀　優 クリガ　ユウ 千葉南支部

越川　絢心 コシカワ　アヤミ 千葉南支部

越川　太惺 コシカワ　タイセイ 千葉南支部

小山　瑛司 コヤマ　エイジ 千葉南支部

斎藤　璃一 サイトウ　リイチ 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

佐久間　海斗 サクマ　カイト 千葉南支部

佐藤　翔己 サトウ　ショウキ 千葉南支部

佐藤　晴太郎 サトウ　セイタロウ 千葉南支部

佐藤　雄真 サトウ　ユウシン 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

鈴木　大夢 スズキ　ヒロム 千葉南支部

高島　駿介 タカシマ　シュンスケ 千葉南支部

高橋 叶愛 タカハシ トア 千葉南支部

高橋　直央 タカハシ　ネオ 千葉南支部

髙見澤　麟 タカミザワ　リン 千葉南支部

谷口　雄亮 タニグチ　ユウスケ 千葉南支部

東谷　天衣 トウヤ　アイ 千葉南支部

東谷　天飛 トウヤ　タカト 千葉南支部

那須　　　翔太 ナス　　　ショウタ 千葉南支部

成田　海里 ナリタ　カイリ 千葉南支部

肥後　瑛太 ヒゴ　エイタ 千葉南支部
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肥後　匠海 ヒゴ　タクミ 千葉南支部

藤崎　泰成 フジサキ　タイセイ 千葉南支部

本沢  丹司 ホンザワ  アカシ 千葉南支部

松島 朋輝 マツシマ トモキ 千葉南支部

牟田　凰臥 ムタ　オウガ 千葉南支部

森　雄翔　 モリ　ユウト 千葉南支部

山田　大翔 ヤマダ　ヒロト 千葉南支部

渡辺　優翔 ワタナベ　ユウト 千葉南支部

蕨　大輔 ワラビ　ダイスケ 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

海老原　昊 エビハラ　ソラ 千葉北支部

笠島　滉聖 カサジマ　コウセイ 千葉北支部

木村 誠 キムラ マコト 千葉北支部

黒田　豊 クロダ　ユタカ 千葉北支部

鈴木　煌之介 スズキ　キラノスケ 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　寿々子 ナガシマ　スズコ 千葉北支部

矢野　創太 ヤノ　ソウタ 千葉北支部

今関　龍太 イマセキ　リュウタ 川崎東湘南支部

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

市来　恭弘 イチキ　ヤスヒロ 総本部道場

伊藤　裕介 イトウ　ユウスケ 総本部道場

岩崎　真弓 イワサキ　マユミ 総本部道場

大草　円清 オオクサ　エンセイ 総本部道場

小川　凰帝 オガワ　コオシ 総本部道場

川谷　信太郎 カワタニ　シンタロウ 総本部道場

菅　将文 カン　マサフミ 総本部道場

菊地　則正 キクチ　ノリマサ 総本部道場

黒木　音 クロキ　オト 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
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近藤　晃弘 コンドウ　アキヒロ 総本部道場

佐々木　健人 ササキ　ケント 総本部道場

白藤 なな子 シラフジ ナナコ 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

中島　永智 ナカジマ　エイジ 総本部道場

中島　大智 ナカジマ　ダイチ 総本部道場

中田　曉 ナカダ　アキラ 総本部道場

中村　優太 ナカムラ　ユウタ 総本部道場

中村　龍太 ナカムラ　リュウタ 総本部道場

新田　徹明 ニッタ　テツアキ 総本部道場

平山幸祐 ヒラヤマコウスケ 総本部道場

日和佐　怜大 ヒワサ　レンダイ 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

溝口　利英 ミゾグチ　トシヒデ 総本部道場

三井　登希央 ミツイ　トキオ 総本部道場

武藤　崇史 ムトウ　タカシ 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

和泉田 真司 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪なにわ城北道場

井出　弘治 イデ　コウジ 大阪なにわ城北道場

植村　誉夫 ウエムラ　タカオ 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

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

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

広瀬　真一 ヒロセ　シンイチ 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

福西　克弘 フクニシ　カツヒロ 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

福西　克弘 フクニシ　カツヒロ 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
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福西　克弘 フクニシ　カツヒロ 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

藤田　慧 フジタ　サトル 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　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　啓介 モリ　ケイスケ 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

今村　星哉 イマムラ　セイヤ 大阪神戸湾岸支部

今村　亮哉 イマムラ　リョウヤ 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

片山　遥真 カタヤマ　ハルマ 大阪神戸湾岸支部

片山　優真 カタヤマ　ユウマ 大阪神戸湾岸支部

片山　志 カタヤマ　ユキ 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

川崎　瑛翔 カワサキ　エイト 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

芝　健太 シバ　ケンタ 大阪神戸湾岸支部

妹尾　来望 セノオ　クルミ 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

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　健太 タナカ　ケンタ 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

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

西岡　秀人 ニシオカ　シュウト 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
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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

百谷　りいあ ヒャクタニ　リイア 大阪神戸湾岸支部

前田　秋諒 マエダ　シュリ 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

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

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

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

大木　大悟 オオキ　ダイゴ 大阪東部支部

大野  照仁 オオノ  テルヒト 大阪東部支部

北井　健瑠 キタイ　タケル 大阪東部支部

木村 悠誠 キムラ　ユウセイ 大阪東部支部

高妻　陸 コウヅマ　リク 大阪東部支部

知識 仁也 チシキ ジンヤ 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

久吉　琢登 ヒサヨシ　タクト 大阪東部支部

福岡若奈 フクオカワカナ 大阪東部支部

福田　遼太 フクダ　リョウタ 大阪東部支部

古本　暁 フルモト　アキラ 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

紙屋　結良 カミヤ　ユラ 大阪北支部

益野　康平 マスノ　コウヘイ 大阪北支部

山本　寿連 ヤマモト　ジュレン 大阪北支部

伊東 璃心 イトウ リコ 大分県央支部

岩﨑　律斗 イワサキ　リツト 大分県央支部

岩﨑　羚斗 イワサキ　レイト 大分県央支部

岡田　風舞 オカダ　フウマ 大分県央支部

岡田　夢果 オカダ　ユメカ 大分県央支部

小石川　和彦 コイシカワ　カズヒコ 大分県央支部

西井 雄二 ニシイ ユウジ 大分県央支部
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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

金井　陽叶 カナイ　ハルト 長野支部

金井　ひより カナイ　ヒヨリ 長野支部

金原 熱典 かねはら あつのり 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

早出　伸哉 ソウデ　シンヤ 長野支部

堀米　雄樹 ホリゴメ　ユウキ 長野支部

矢澤　優祁 ヤザワ　　ユウキ 長野支部

山口　達己 ヤマグチ　タツキ 長野支部

阿南　理咲子 アナミ　リサコ 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

片桐　昊士 カタギリ　ハルト 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

黒澤　昌輝 クロサワ　マサキ 東京お茶の水支部

鈴木　渓太 スズキ　ケイタ 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

高部　泰地 タカブ　タイチ 東京お茶の水支部

高部　泰地 タカブ　タイチ 東京お茶の水支部

高部　達也 タカブ　タツヤ 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

知念　侑生 チネン　ユウセイ 東京お茶の水支部

土屋 宙斗 ツチヤ ヒロト 東京お茶の水支部

中井　太一 ナカイ　タイチ 東京お茶の水支部

長岡　いっき ナガオカ　イッキ 東京お茶の水支部

西橋　慶 ニシハシ　ケイ 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

藤田　和音 フジタ　カズネ 東京お茶の水支部

松本　洸輝 マツモト　ヒロキ 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

山﨑　大志 ヤマザキ　タイシ 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

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
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石﨑　龍ノ介 イシザキ　リュウノスケ 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

井原　港斗 イハラ　ミナト 東京ベイ港支部

上田 潤 ウエダ  ジュン 東京ベイ港支部

大沢　翔 オオサワ　ショウ 東京ベイ港支部

大澤　蒼大 オオサワ　ソウタ 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

大山　豪太 オオヤマ　ゴウタ 東京ベイ港支部

鍛治田　優希 カジタ　ユウキ 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　奏二郎 カトウ　ソウジロウ 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

喜田　隼 キダ　ハヤト 東京ベイ港支部

金　施恩 キム　シウン 東京ベイ港支部

熊谷  健太 クマガイ  ケンタ 東京ベイ港支部

ケナウィ　安暖 ケナウィ　アダム 東京ベイ港支部

河野　真花 コウノ　マハナ 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

後藤　夏樹 ゴトウ　ナツキ 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　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

庄司　聖真 ショウジ　セイマ 東京ベイ港支部

真保　文四郎 シンポ　ブンシロウ 東京ベイ港支部

須山　陽登 スヤマ　アキト 東京ベイ港支部

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

竹田　壮志 タケダ　ソウシ 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

丹代　陸 タンダイ　リク 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
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沼倉　岳斗 ヌマクラ　ヤマト 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　健人 ヒガシ　ケント 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

藤野　凜太郎 フジノ　リンタロウ 東京ベイ港支部

松浦　 正英 マツウラ　マサヒデ 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

南田　英昭 ミナミダ　ヒデアキ 東京ベイ港支部

村木　丈夫 ムラキ　タケオ 東京ベイ港支部

百瀬　智輝 モモセ　トモキ 東京ベイ港支部

森脇　丈 モリワキ　ジョウ 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

山﨑　尊 ヤマザキ　タケル 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　友結香 ヤマナカ　ユイカ 東京ベイ港支部

山本　真暉 ヤマモト　マサキ 東京ベイ港支部

吉田　淳之介 ヨシダ　ジュンノスケ 東京ベイ港支部

劉　子玥 リュウ　シヅキ 東京ベイ港支部

相澤　好男 アイザワ　ヨシオ 東京佐伯道場

阿部　未央 アベ　ミオ 東京佐伯道場

石井　優真 イシイ　ユウマ 東京佐伯道場

石井　優真 イシイ　ユウマ 東京佐伯道場

上原　大知 ウエハラ　ダイチ 東京佐伯道場

内山　謙 ウチヤマ　ケン 東京佐伯道場

内山　朔太郎 ウチヤマ　サクタロウ 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　佑雛 オオハラ　ユウナ 東京佐伯道場

織田　雅楽 オダ　ウタ 東京佐伯道場

川口　純 カワグチ　ジュン 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　晟明 コバヤシ　セイメイ 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

近藤 誠之介 コンドウ　セイノスケ 東京佐伯道場

相馬　大輔 ソウマ　ダイスケ 東京佐伯道場

田島　怜愛 タジマ　レイア 東京佐伯道場
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西園  司 ニシゾノ  ツカサ 東京佐伯道場

林　実慶 ハヤシ　サネチカ 東京佐伯道場

林　陽まり ハヤシ　ヒマリ 東京佐伯道場

廣岡　亮吾 ヒロオカ　リョウゴ 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

宮本 順一郎 ミヤモト　ジュンイチロウ 東京佐伯道場

村上　望 ムラカミ　ノゾム 東京佐伯道場

柳川　彰吾 ヤナガワ　ショウゴ 東京佐伯道場

山﨑　岳 ヤマサキ　ガク 東京佐伯道場

安孫子　将太 アビコ　ショウタ 東京山手支部

今井　幸治 イマイ　コウジ 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 うちの　えく 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

柏木　きらら カシワギ　キララ 東京山手支部

川口　文吾 カワグチ　ブンゴ 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

末広　信太郎 スエヒロ　シンタロウ 東京山手支部

末広　文葉 スエヒロ　フミハ 東京山手支部

垰　宥真 タオ　ユウマ 東京山手支部

高橋　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

二ノ宮　章太郎 ニノミヤ　ショウタロウ 東京山手支部

日隈　伊吹 ヒグマ　イブキ 東京山手支部

福井　亨 フクイ　トオル 東京山手支部

村林　千紘 ムラバヤシ　チヒロ 東京山手支部

望月　蘭馬 モチヅキ　ランマ 東京山手支部

吉竹　春真 ヨシタケ　ハルマ 東京山手支部

池田　慎哉 イケダ　シンヤ 東京四谷道場

北島　生 キタジマ　イク 東京四谷道場

田中　丈士郎 タナカ　ジョウジロウ 東京四谷道場

村木　龍斗 ムラキ　リュウト 東京四谷道場
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赤堀　嘉紀 アカホリ　ヨシカズ 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

池田　洸諄 イケダ　アキト 東京城南川崎支部

石岡　諭 イシオカ　サトシ 東京城南川崎支部

石田　謙人 イシダ　ケント 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

伊藤 旬之介 イトウ ジュンノスケ 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

入来　智羅咲 イリキ　チラサ 東京城南川崎支部

植竹 智陽 ウエタケ トモハル 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

宇津木　大輔 ウツギ　ダイスケ 東京城南川崎支部

蛯澤　康仁 エビサワ　ヤスヒト 東京城南川崎支部

遠藤　英明 エンドウ　ヒデアキ 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

小川 郁楽 オガワ カグラ 東京城南川崎支部

小野田　壮琉 オノダ　タケル 東京城南川崎支部

小山田　櫂 オヤマダ　カイ 東京城南川崎支部

角谷　謙伍 カクタニ　ケンゴ 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

蔭山　怜優 カゲヤマ　レイヤ 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

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

君塚　大壽 キミヅカ　ダイジュ 東京城南川崎支部

工藤　蒼和 クドウ　ソウア 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

河野　友貴 コウノ　トモキ 東京城南川崎支部

小林　琉輝 コバヤシ　リュウキ 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

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

佐藤　恭一郎 サトウ　キョウイチロウ 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
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澤井　ナノ サワイ　ナノ 東京城南川崎支部

篠田  華 シノダ  ハナ 東京城南川崎支部

篠田  陸 シノダ  リク 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

信田　隆彦 シノダ　タカヒコ 東京城南川崎支部

信田　悠翔 シノダ　ハルト 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

白田　絵梨 シラタ　エリ 東京城南川崎支部

菅原　亮 スガワラ　マコト 東京城南川崎支部

杉原　湊 スギハラ　ミナト 東京城南川崎支部

鈴木 瑛太 スズキ エイタ 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

高　宇飛 タカ　ソラト 東京城南川崎支部

高梨　柑渚 タカナシ　カンナ 東京城南川崎支部

高橋　淳一 タカハシ　ジュンイチ 東京城南川崎支部

高橋　淳一 タカハシ　ジュンイチ 東京城南川崎支部

高山　武 タカヤマ　タケシ 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

竹内 元太 タケウチ ゲンタ 東京城南川崎支部

多田　徳生 タダ　ナルオ 東京城南川崎支部

立本　俊彦 タチモト　シュンエン 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

谷内　瑛久 タニウチ　アキヒサ 東京城南川崎支部

千葉そな チバソナ 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

東條　温友 トウジョウ　ハルト 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

中込　涼介 ナカゴメ　リョウスケ 東京城南川崎支部

長沢  秋貴 ナガサワ  トシキ 東京城南川崎支部

長澤　正美 ナガサワ　セイミ 東京城南川崎支部

成田　聡 ナリタ　ソウ 東京城南川崎支部

仁位　亮太 ニイ　リョウタ 東京城南川崎支部

西岡　柊太朗 ニシオカ　シュウタロウ 東京城南川崎支部

野崎　空 ノザキ　ソラ 東京城南川崎支部

バット　エリック バット　エリック 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

原田　純志 ハラダ　アツシ 東京城南川崎支部
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伴　知樹 バン　トモキ 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　宏一 ヒラヤマ　コウイチ 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

藤田　英吏菜 フジタ　エリナ 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

古川　正明 フルカワ　マサアキ 東京城南川崎支部

穂積　高太郎 ホヅミ　コウタロウ 東京城南川崎支部

蒔田　凉大 マキタ　リョウダイ 東京城南川崎支部

町田　龍馬 マチダ　リョウマ 東京城南川崎支部

深山　拓 ミヤマ　タク 東京城南川崎支部

宗廣　利音 ムネヒロ　リオト 東京城南川崎支部

村田　湊 ムラタ　ミナト 東京城南川崎支部

室崎　憲昭 ムロサキ　ノリアキ 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

森本　琉可 モリモト　ルカ 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

山上　虎士朗 ヤマカミ　トラジロウ 東京城南川崎支部

山川  璃空 ヤマカワ  リク 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

山口　大洋 ヤマグチ　タイヨウ 東京城南川崎支部

山路　孝晴 ヤマジ　タカハル 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

横井　蒼真 ヨコイ　ソウマ 東京城南川崎支部

横井　蒼真 ヨコイ　ソウマ 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

渡邉　蒼太 ワタナベ　ソウタ 東京城南川崎支部

渡邉 楓汰 ワタナベ ソウタ 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　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

石川　瑛士 イシカワ　エイト 東京大田南内藤道場

伊東　樂 イトウ　ガク 東京大田南内藤道場
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臼居  礼 ウスイ　レイ 東京大田南内藤道場

大村　和也 オオムラ　カズヤ 東京大田南内藤道場

小沢　隼太 オザワ　シュンタ 東京大田南内藤道場

小沢　陽太 オザワ　ヨウタ 東京大田南内藤道場

鹿嶌　幸訓 カシマ　ユキト 東京大田南内藤道場

鹿嶌　瑠愛 カシマ　ルア 東京大田南内藤道場

加藤　葵 カトウ　アオイ 東京大田南内藤道場

川瀨　結大 カワセ　ユウダイ 東京大田南内藤道場

川守田　均子 カワモリタ　ナオコ 東京大田南内藤道場

小林　陽汰 コバヤシ　ヒナタ 東京大田南内藤道場

﨑田　塁 サキタ　ルイ 東京大田南内藤道場

瀬川　孝介 セガワ　コウスケ 東京大田南内藤道場

瀬川　竜也 セガワ　タツヤ 東京大田南内藤道場

内藤　陸仁 ナイトウ　リクト 東京大田南内藤道場

中村　清十郎 ナカムラ　セイジュウロウ 東京大田南内藤道場

守本 蓮琉 モリモト ハル 東京大田南内藤道場

山下　功晟 ヤマシタ　コウセイ 東京大田南内藤道場

山下　蓮晟 ヤマシタ　レンセイ 東京大田南内藤道場

吉本　光惺 ヨシモト　コウセイ 東京大田南内藤道場

吉本　大樹 ヨシモト　ダイキ 東京大田南内藤道場

渡邊　律希 ワタナベ　リツキ 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

今井　亮 イマイ　リョウ 東京中野道場

太田  夏羽 オオタ  ゲン 東京中野道場

小澤　魁星 オザワ　カイセイ 東京中野道場

金田　大翔 カネダ　ヒロト 東京中野道場

上島　颯斗 カミジマ　ハヤト 東京中野道場

酒井　葉 サカイ　ヨウ 東京中野道場

土田　朔也 ツチダ　サクヤ 東京中野道場

中田　絢真 ナカタ　ケンシン 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

深谷  直幹 フカタニ  ナオキ 東京中野道場

藤井　瑠希也 フジイ　ルキヤ 東京中野道場

茂手木　麗 モテギ　レイ 東京中野道場

森川　礼 モリカワ　レイ 東京中野道場

山﨑　羽琉 ヤマザキ　ハル 東京中野道場

山﨑　柊呂 ヤマザキ　ヒロ 東京中野道場
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山﨑レオン ヤマザキレオン 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

山中　璃音 ヤマナカ　リン 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

祝　仰浩 イワイ　アオヒロ 東京町田保本道場

柴崎　直人 シバサキ　ナオト 東京町田保本道場

澁谷　藍ノ丞 シブヤ　アイノスケ 東京町田保本道場

嶋田　茂 シマダ　シゲル 東京町田保本道場

嶋田　茂 シマダ　シゲル 東京町田保本道場

嶋田　茂 シマダ　シゲル 東京町田保本道場

高月 清史 タカツキ キヨシ 東京町田保本道場

高月 麻衣 タカツキ マイ 東京町田保本道場

高野　慈飛 タカノ　イツヒ 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

福島　獅月 フクシマ　シヅキ 東京町田保本道場

福島　大介 フクシマ　ダイスケ 東京町田保本道場

福島　来陽 フクシマ　ライヒ 東京町田保本道場

青柳　智也 アオヤギ　トモヤ 東京東支部

浅古　薫 アサコ　カオル 東京東支部

浅古　純一郎 アサコ　ジュンイチロウ 東京東支部

岩澤　大智 イワサワ　ダイチ 東京東支部

江口　江美 エグチ　エミ 東京東支部

大沼孝次 オオヌマコウジ 東京東支部

大野  由弥瑛 オオノ ユミエ 東京東支部

岡野　壮汰 オカノ　ソウタ 東京東支部

奥村　杏俐 おくむら  あんり 東京東支部

小野田　健斗 オノダ　ケント 東京東支部

梶谷　悠太 カジタニ　ユウタ 東京東支部

川﨑　景都 カワサキ　ケイト 東京東支部

久保みずき クボ　ミズキ 東京東支部

倉知　雅彦 クラチ　マサヒコ 東京東支部

ケレケシュ　アンドラーシュ ケレケシュ　アンドラーシュ 東京東支部

小深田　亮星 コブカタ　リョウセイ 東京東支部

櫻澤　祥太郎 サクラザワ　ショウタロウ 東京東支部

櫻澤　祥太郎 サクラザワ　ショウタロウ 東京東支部

櫻澤　世理佳 サクラザワ　セリカ 東京東支部

櫻澤　世理佳 サクラザワ　セリカ 東京東支部

佐藤  胡桃 サトウ  クルミ 東京東支部

佐藤  芽依 サトウ  メイ 東京東支部
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佐藤　妃心 サトウ　ヒミ 東京東支部

佐野 雅駿 サノ マサトシ 東京東支部

佐野 元瞭 サノ モトアキ 東京東支部

佐野 義紘 サノ ヨシヒロ 東京東支部

シェフチェンコ　ルスラン シェフチェンコ　ルスラン 東京東支部

塩谷　篤紀 シオヤ　アツキ 東京東支部

塩谷　浩三 シオヤ　コウゾウ 東京東支部

ジャレッド マイヤー ジャレッド マイヤー 東京東支部

菅谷　悠汰 スガヤ　ユウタ 東京東支部

関　周作 セキ　シュウサク 東京東支部

高橋　ダニエル タカハシ　ダニエル 東京東支部

田畑 颯己 タバタ サツキ 東京東支部

土栄　暁子 ドエ　アキコ 東京東支部

土栄　友貴 ドエ　トモタカ 東京東支部

中　一稀 ナカ　イツキ 東京東支部

中　佳苗 ナカ　カナエ 東京東支部

中　信幸 ナカ　ノブユキ 東京東支部

平澤 海斗 ヒラサワ カイト 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

古屋　雅昭 フルヤ　マサアキ 東京東支部

本多　智志 ホンダ　サトシ 東京東支部

宮島　愛子 ミヤジマ　アイコ 東京東支部

山田  佐弥佳 ヤマダ  サヤカ 東京東支部

山田　柊紀生 ヤマダ　トキオ 東京東支部

山田　亮 ヤマダ　リョウ 東京東支部

山道 圭真 ヤマミチ ケイマ 東京東支部

渡邊　蒼士 ワタナベ　ソウシ 東京東支部

鈴木 雲 東京東支部

安藤　椿七 アンドウ　サナ 東京豊島支部

石毛　大輔 イシゲ　ダイスケ 東京豊島支部

市川　昇 イチカワ　ショウ 東京豊島支部

伊東　希海 イトウ　ノゾミ 東京豊島支部

伊藤　花南 イトウ　ハナ 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

遠藤　蔵人 エンドウ　クラウド 東京豊島支部

大門　由紀子 オオカド　ユキコ 東京豊島支部
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大門　優里 オオカド　ユリ 東京豊島支部

大越　将登 オオコシ　マサト 東京豊島支部

大澤　蒼史 オオサワ　ソウシ 東京豊島支部

大嶽晴也 オオタケ　セイヤ 東京豊島支部

金井　和史 カナイ　カズシ 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　咲和 カワサキ　サワ 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

佐伯　咲哉 サエキ　サクヤ 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

下田　紗代 シモダ　サヨ 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

白濱航大 シラハマ　コウダイ 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

高木　丈士 タカギ　ジョウジ 東京豊島支部

高木裕之 タカキ　ハルト 東京豊島支部

高木　裕人 タカギ　ヒロト 東京豊島支部

髙橋　幸太郎 タカハシ　コウタロウ 東京豊島支部

高橋　毅人 タカハシ　ヨシト 東京豊島支部

田中　咲 タナカ　サク 東京豊島支部

張　泰虎 チャン　テホ 東京豊島支部

張　軒睿 チョウ　ケンアキラ 東京豊島支部

都甲　健人 トコウ　ケント 東京豊島支部

中井川　煌太郎 ナカイガワ　コウタロウ 東京豊島支部

中野 祥子 ナカノ ショウコ 東京豊島支部

西田　優 ニシダ　ユウ 東京豊島支部

西村　真心 ニシムラ　マコ 東京豊島支部

萩原 律 ハギワラ リツ 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　光希 フジイ　ミツキ 東京豊島支部

43/53



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

細川　琉聖 ホソカワ　リュウセイ 東京豊島支部

堀口　大翔 ホリグチ　ヒロト 東京豊島支部

峯尾　琥太郎 ミネオ　コタロウ 東京豊島支部

御山　美守 ミヤマ　ミモリ 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

吉田  海優 ヨシダ  ミヒロ 東京豊島支部

吉田　塔哉 ヨシダ　トウヤ 東京豊島支部

吉田　雅比呂 ヨシダ　マサヒロ 東京豊島支部

後田　武司 ウシロダ　タケシ 東京北西支部

小松　龍 コマツ　リュウ 東京北西支部

長友　輝一郎 ナガトモ　キイチロウ 東京北西支部

梅本　泰成 ウメモト　タイセイ 徳島西南支部

黒川　芭奈 クロカワ　ハナ 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

佐藤　明主真 サトウ　アスマ 徳島西南支部

七條　雄太 シチジョウ　ユウタ 徳島西南支部

城間　晴稀 シロマ　ハルキ 徳島西南支部

角野　美月 スミノ　ミツキ 徳島西南支部

吉岡　色葉 ヨシオカ　イロハ 徳島西南支部

米澤　汰真 ヨネザワ　タイシン 徳島西南支部

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

大塚　萌愛 オオツカ　モエ 徳島北東あわじ支部

金澤　悠空 カナザワ　ユウア 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

中川　瑛蒔 ナカガワ　エイジ 徳島北東あわじ支部

中澤　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

深谷　海希 フカタニ　カイキ 徳島北東あわじ支部
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前川　憲吾 マエガワ　ケンゴ 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

溝口 隼大 ミゾグチ　ハヤタ 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

横山  結子 ヨコヤマ  ユイコ 徳島北東あわじ支部

青木　康浩 アオキ　ヤスヒロ 栃木支部

淺野　大和 アサノ　ヤマト 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

井料　来海 イリョウ　クルミ 栃木支部

海老澤　朗 エビサワ　アキラ 栃木支部

遠藤 修羅 エンドウ シュラ 栃木支部

大川　紡 オオカワ　ツムギ 栃木支部

大沼　咲絢 オオヌマ　サアヤ 栃木支部

大沼　柊翔 オオヌマ　シュウト 栃木支部

角山  侍 カクヤマ  サムライ 栃木支部

角山  弘 カクヤマ  ヒロシ 栃木支部

金子　苺花 カネコ　モハナ 栃木支部

栗原　偉理真 クリハラ　イリマ 栃木支部

嶋田　悦正 シマダ　ヨシマサ 栃木支部

鈴木　蒼太 スズキ　ソウタ 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

髙橋　盛 タカハシ　サカリ 栃木支部

田島    花純 タジマ    カスミ 栃木支部

田中　嶺央 タナカ　ネオ 栃木支部

千葉　拳聖 チバ　ケンセイ 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

寺口　陽彩 テラグチ　ヒイロ 栃木支部

富永  莉央 トミナガ  リオ 栃木支部

富永  澪 トミナガ  レイ 栃木支部

中澤　倫子 ナカザワ　ミチコ 栃木支部

橋本　頼輝 ハシモト　ライキ 栃木支部

長谷川　結來 ハセガワ　ユラ 栃木支部

長谷川　來愛 ハセガワ　ライア 栃木支部
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牧野　竜士 マキノ　リュウジ 栃木支部

益子　珠季 マシコ　タマキ 栃木支部

益子　将孝 マシコ　マサタカ 栃木支部

松本　陽琥 マツモト　ハルク 栃木支部

松本　怜來 マツモト　レイラ 栃木支部

南　歩里 ミナミ　アユリ 栃木支部

南　彩里 ミナミ　ヒカリ 栃木支部

宮西　杏莉 ミヤニシ　アンリ 栃木支部

宮西　琉聖 ミヤニシ　リュウセイ 栃木支部

村井　絆成 ムライ　ハンナ 栃木支部

村井　理人 ムライ　リヒト 栃木支部

村井　蓮月 ムライ　レンキ 栃木支部

山井　彪 ヤマイ　ヒュウ 栃木支部

山口　樹 ヤマグチ　イツキ 栃木支部

山口　真司 ヤマグチ　シンジ 栃木支部

山口　結 ヤマグチ　ユイ 栃木支部

吉田　雫音 ヨシダ　シズネ 栃木支部

渡邊　絢音 ワタナベ　アヤネ 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

渡邊　結斗 ワタナベ　ユウト 栃木支部

浅野　蓮也 アサノ　レンヤ 奈良支部

浅野　蓮也 アサノ　レンヤ 奈良支部

阿部　心生 アベ　ミオ 奈良支部

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

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

中本　武琉 ナカモト　タケル 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

吉藤   大成 ヨシフジ   タイセイ 奈良支部

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

堀内　一成 ホリウチ　カズナリ 南大阪支部

大山　裕城 オオヤマ　ヒロキ 富山道場

各川　京佑 オノガワ　キョウスケ 富山道場

松坂　龍之介 マツザカ　リュウノスケ 富山道場

青木 玖龍 アオキ クリュウ 福岡支部
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青木　伸悟 アオキ　シンゴ 福岡支部

秋　雅樂 アキ　ウタ 福岡支部

秋　奏樂 アキ　ソラ 福岡支部

秋　弓樂 アキ　ユウラ 福岡支部

網川　咲夢 アミカワ　エム 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

飯森　浩孝 イイモリ　ヒロタカ 福岡支部

板谷　健心 イタヤ　ケンシン 福岡支部

出光　秀一郎 イデミツ　シュウイチロウ 福岡支部

伊藤　正一郎 イトウ　ショウイチロウ 福岡支部

伊藤　陽月 イトウ　ハヅキ 福岡支部

伊藤　遼哉 イトウ　ハルヤ 福岡支部

伊藤　優月 イトウ　ユヅキ 福岡支部

井上　香耶乃 イノウエ　カヤノ 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

内田　陽斗 ウチダ　ハルト 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

小江　凜太郎 オエ　リンタロウ 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

大場 颯太 オオバ　ソウタ 福岡支部

大庭　弘樹 オオバ　ヒロキ 福岡支部

岡本　惟吹 オカモト　イブキ 福岡支部

岡本　晴希 オカモト　ハルキ 福岡支部

片山　日瑚 カタヤマ　ニコ 福岡支部

加藤　蒼羅 カトウ　ソラ 福岡支部

金澤　迅 カナザワ　ジン 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

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　遥都 キタ　ハルト 福岡支部

木原　悠寿 キハラ　ユジュ 福岡支部
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工藤　丈誠 クドウ　ジョウセイ 福岡支部

熊本　晟成 クマモト　アキナリ 福岡支部

倉田　正剛 クラタ　セイゴウ 福岡支部

桑岡　史朗 クワオカ　シロウ 福岡支部

興梠　悠斗 コウロキ　ハルト 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

古藤　悠真 コトウ　ユウマ 福岡支部

小林　樹生 コバヤシ　イツキ 福岡支部

小林　功虎 コバヤシ　カツトラ 福岡支部

税所　智宏 サイショ　トモヒロ 福岡支部

坂田　康夫 サカタ　ヤスオ 福岡支部

定村　流依 サダムラ　ルイ 福岡支部

佐藤　朔 サトウ　サク 福岡支部

佐藤　珀 サトウ　ハク 福岡支部

篠原　智美 シノハラ　サトミ 福岡支部

柴戸　健臣 シバコ　タケオミ 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

鈴宮　翔大 スズミヤ　ショウタ 福岡支部

髙橋  エマ タカハシ  エマ 福岡支部

田島　寛人 タシマ　ヒロト 福岡支部

田中　偉知斗 タナカ　イチト 福岡支部

田中　海偉人 タナカ　カイト 福岡支部

田中　太偉弥 タナカ　ダイヤ 福岡支部

谷内　暖 タニウチ　ハル 福岡支部

谷内　悠 タニウチ　ユウ 福岡支部

玉浦　海晴 タマウラ　カイセイ 福岡支部

玉浦　海輝 タマウラ　ミラン 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

鶴田　惺那 ツルタ　セナ 福岡支部

手嶋　一輝 テシマ　イッキ 福岡支部

戸川　結翔 トガワ　ユイト 福岡支部
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徳永 風飛 トクナガ フウト 福岡支部

戸田　琳麻 トダ　リンマ 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

中崎　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

仲田　昂玄 ナカダ　コウゲン 福岡支部

長野　邦虎 ナガノ　クニトラ 福岡支部

長野　叶愛 ナガノ　ノア 福岡支部

中村　優衣人 ナカムラ　ユイト 福岡支部

中山　舷宝 ナカヤマ　ゲンタ 福岡支部

中山　颯宝 ナカヤマ　ソウタ 福岡支部

西　陽生 ニシ　ハルキ 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

野津　泰輔 ノツ　タイスケ 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 隆之介 ハラダ  リュウノスケ 福岡支部

原田 桃花 ハラダ モモカ 福岡支部

半晴　優禮 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

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

福井　紅彩 フクイ　クレア 福岡支部

福田　叶愛 フクダ　ルア 福岡支部

藤﨑　宏 フジサキ　ヒロシ 福岡支部

古川　礼虎 フルカワ　レイト 福岡支部

松﨑　登俐 マツザキ　トウリ 福岡支部

松本  昇也 マツモト  ショウヤ 福岡支部

松本  空也 マツモト  タカヤ 福岡支部

松本　こころ マツモト　ココロ 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

三浦　大晟 ミウラ　タイセイ 福岡支部
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三浦　立成 ミウラ　リュウセイ 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

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

山口   虎珀 ヤマグチ   コハク 福岡支部

山口　紘輝 ヤマグチ　ヒロキ 福岡支部

山根　晴 ヤマネ　ハル 福岡支部

山根　葉 ヤマネ　ヨウ 福岡支部

山本　桃己 ヤマモト　トウキ 福岡支部

山本　楓真 ヤマモト　フウマ 福岡支部

山本　琳太 ヤマモト　リンタ 福岡支部

湯野　心々花 ユノ　ココハ 福岡支部

湯野　利々愛 ユノ　リリア 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

吉原  叶環 ヨシハラ  トウワ 福岡支部

吉原  湧翔 ヨシハラ  ワクト 福岡支部

米村　結成 ヨネムラ　ユウセイ 福岡支部

脇野　淳 ワキノ　アツシ 福岡支部

渡部　えみり ワタナベ　エミリ 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
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渡　獅斗 ワタリ　シド 福岡支部

渡　颯羅 ワタリ　ソラ 福岡支部

渡　麗真 ワタリ　レマ 福岡支部

相川　伶王 アイカワ　レオ 福島支部

酒井　銀楽 サカイ　ギンガ 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

敦見　尚真 アツミ　ショウマ 兵庫中央支部

荒田　一成 アラタ　カズナリ 兵庫中央支部

安﨑　日彩 アンザキ　ヒイロ 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

岡田 祥敬 オカダ ヨシヒロ 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

コバヤシカオリ 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

佐々木 博史 ササキ ヒロシ 兵庫中央支部

澤木　航太 サワキ　コウタ 兵庫中央支部

杉本　悠樹 スギモト　ユウキ 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

辻野　輝心 ツジノ　キシン 兵庫中央支部

中田　来瑠心 ナカダ　クルミ 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

古谷　侑大 フルタニ　ユウダイ 兵庫中央支部

本多　葵 ホンダ　アオイ 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
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向井　歩 ムカイ　アユム 兵庫中央支部

向井　信之 ムカイ　ノブユキ 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

森口　玲菜 モリグチ　レイナ 兵庫中央支部

山田　このみ ヤマダ　コノミ 兵庫中央支部

米井　聡 ヨネイ　サトシ 兵庫中央支部

土田　大和 ツチダ　ヤマト 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

松本　陸 マツモト　リク 北海道札幌支部

木村　利彦 キムラ　トシヒコ 北海道支部外舘道場

渋谷　優翔 シブヤ　ユウト 北海道支部外舘道場

渋谷　優翔 シブヤ　ユウト 北海道支部外舘道場

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

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

中西　健吾 ナカニシ　ケンゴ 北海道支部外舘道場

中西　美礼 ナカニシ　ミレイ 北海道支部外舘道場

三浦　颯斗 ミウラ　ハヤト 北海道支部外舘道場

三浦　雅樹 ミウラ　マサキ 北海道支部外舘道場

山崎　昊大 ヤマザキ　コウダイ 北海道支部外舘道場

梅津　寛治 ウメズ　ヒロハル 北海道函館道場

伊藤　悠真 イトウ　ユウマ 練馬島本道場

上本　康太 ウエモト　コウタ 練馬島本道場

小沼　千起 コヌマ　カズキ 練馬島本道場

小沼　律貴 コヌマ　リツキ 練馬島本道場

篠　正樹 シノ　マサキ 練馬島本道場

島本　栞那 シマモト　カンナ 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

鈴木　羅琥斗 スズキ　ラクト 練馬島本道場

田原　晋 タハラ　シン 練馬島本道場

仲里　宗佑 ナカザト　ソウスケ 練馬島本道場

中谷　昂暉 ナカヤ　コウキ 練馬島本道場

日高　福美 ヒダカ　フクミ 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

渡辺　朱音 ワタナベ　アヤト 練馬島本道場

渡辺　現 ワタナベ　ゲン 練馬島本道場
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榎本　慶岳 エノモト　ヨシタカ 和歌山支部

榎本　慶岳 エノモト　ヨシタカ 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

繁田　幸英 シゲタ　コウエイ 和歌山支部

嶋本　崇佑 シマモト　ソウスケ 和歌山支部

〆木　秀太 シメキ　シュウタ 和歌山支部

角野　将太 スミノ　ソウタ 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

出口　結絆 デグチ　ユウキ 和歌山支部

中内　功大 ナカウチ　コウタ 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

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
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