
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所属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 所属流派団体名

本郷　晴琉 ホンゴウ　ハル F.K.C輝心会

本郷　琉生 ホンゴウ　ルイ F.K.C輝心会

三浦　愛之介 ミウラ　アイノスケ F.K.C輝心会

佐野　光琉 サノ　ミツル フルコンタクトカラテスクール本部道場

平野　優聖 ヒラノ　ユウセイ 葵塾

森田　青空 モリタ　アオゾラ 葵塾

河野　好行 カワノ　ヨシユキ 芦原会館静岡県東部支部

戸嶋　忠之 トシマ　タダユキ 芦原会館静岡県東部支部

三木 斡希 ミキ アツキ 芦原会館静岡県東部支部

三木 侑月 ミキ ユヅキ 芦原会館静岡県東部支部

篠崎　弘之 シノザキ　ヒロユキ 芦原会館千葉支部

小原　伸一 オバラ　シンイチ 安廣道場

宰川　桂人 サイカワ　ケイト 安廣道場

田上　聖夏 タガミ　セナ 安廣道場

福井　弦之介 フクイ　ゲンノスケ 安廣道場

静田 凛 シズタ リン 一拳会

石崎　修一 イシザキ　シュウイチ 我流空手道北斗會本部

市塚　望 イチヅカ　ノゾム 我流空手道北斗會本部

市塚　優子 イチヅカ　ユウコ 我流空手道北斗會本部

市森　美澄 イチモリ　ミスミ 我流空手道北斗會本部

上木　大和 ウエキ　ヤマト 我流空手道北斗會本部

亀井　胡太朗 カメイ　コタロウ 我流空手道北斗會本部

齋藤　愛佳 サイトウ　アイカ 我流空手道北斗會本部

齋藤　悠大 サイトウ　ユウタ 我流空手道北斗會本部

塩野　祥子 シオノ　サチコ 我流空手道北斗會本部

高橋  太朗 タカハシ  タロウ 我流空手道北斗會本部

田中　杏 タナカ　アン 我流空手道北斗會本部

田中　絵麻 タナカ　エマ 我流空手道北斗會本部

野口　明 ノグチ　アキラ 我流空手道北斗會本部

森田　奏斗 モリタ　カナト 我流空手道北斗會本部

吉岡　帆宙姫 ヨシオカ　ソラキ 我流空手道北斗會本部

上原　慎二　 ウエハラ　シンジ 活士化武
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岩崎　匠真 イワサキ　ショウマ 岩崎空手

古矢　聖人 フルヤ　マサト 岩崎空手

椿山　麗 ツバキヤマ　ウララ 義道会館総本部

福島　古都 フクシマ　コト 義和流拳法

井口　結月 イグチ　ユヅキ 久保田道場

上地　一琉 ウエチ　イチル 久保田道場

内田　全祇 ウチダ　ゼンジ 久保田道場

内田　麗汎 ウチダ　レミナ 久保田道場

長江 政宗 ナガエ マサムネ 久保田道場

水谷　藍 ミズタニ　アイ 久保田道場

家鋪　明翔 ヤシキ　アキト 久保田道場

渡邊　絵美梨 ワタナベ　エミリ 久保田道場

小島　明桜 コジマ　メイサ 宮城空手道北峰会足立支部

星　智 ホシ　サトシ 宮城空手道北峰会足立支部

松原 泰雅 マツバラ タイガ 宮城空手道北峰会足立支部

松原 龍也 マツバラ リュウヤ 宮城空手道北峰会足立支部

井関 琥太郎 イセキ コタロウ 宮野道場

佐々木　大悟 ササキ　ダイゴ 宮野道場

記虎　琉之心 キトラ　リュウノシン 魚本流空手拳法連盟総本部

中谷　桜彩 ナカヤ　サアヤ 魚本流空手拳法連盟総本部

江木　和文 エギ　カズフミ 極真会館　力謝会　横浜田中道場

笹井　啓太 ササイ　ケイタ 極真会館　力謝会　横浜田中道場

鈴木颯人 スズキハヤト 極真会館　力謝会　横浜田中道場

園部  陽人 ソノベ  ハルト 極真会館　力謝会　横浜田中道場

西江　優真 ニシエ　ユウマ 極真会館　力謝会　横浜田中道場

羽田　琉之介 ハネダ　リュウノスケ 極真会館　力謝会　横浜田中道場

廻神　亮汰 メグリカミ　リョウタ 極真会館　力謝会　横浜田中道場

渡辺　大聖 ワタナベ　タイセイ 極真会館　力謝会　横浜田中道場

青木　紗瑛 アオキ　サエ 極真会館手塚グループ宮城県本部

阿部　真輝 アベ　マサキ 極真会館手塚グループ宮城県本部

伊藤　今日香 イトウ　キョウカ 極真会館手塚グループ宮城県本部

伊藤　剛章 イトウ　タカアキ 極真会館手塚グループ宮城県本部

伊藤　八重子 イトウ　ヤエコ 極真会館手塚グループ宮城県本部

伊藤　稜世 イトウ　リョウセイ 極真会館手塚グループ宮城県本部

遠藤　広 エンドウ　ヒロシ 極真会館手塚グループ宮城県本部

小林 英里香 コバヤシ エリカ 極真会館手塚グループ宮城県本部

柴田　康乃 シバタ　ヤスノ 極真会館手塚グループ宮城県本部

高橋　有沙 タカハシ　アリサ 極真会館手塚グループ宮城県本部
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丹野　珠志 タンノ　みゆき 極真会館手塚グループ宮城県本部

半澤　咲希 ハンザワ　サキ 極真会館手塚グループ宮城県本部

稗貫 芙美 ヒエヌキ フミ 極真会館手塚グループ宮城県本部

松八重　祐希 マツバエ　ユウキ 極真会館手塚グループ宮城県本部

溝江　匠真 ミゾエ　ショウマ 極真会館手塚グループ宮城県本部

森　順香 モリ　ヨリカ 極真会館手塚グループ宮城県本部

森谷　文 モリヤ　アヤ 極真会館手塚グループ宮城県本部

矢部   香理菜 ヤベ    カリナ 極真会館手塚グループ宮城県本部

大野　篤生 オオノ　アツキ 極真会館中村道場横浜川崎支部

兼弘　彰 カネヒロ　アキラ 極真会館中村道場横浜川崎支部

清瀬　巧 キヨセ　コウ 極真会館中村道場横浜川崎支部

工藤　史海也 クドウ　フミヤ 極真会館中村道場横浜川崎支部

齋藤　翔星 サイトウ　ショウセイ 極真会館中村道場横浜川崎支部

斎藤　翔哉 サイトウ　ショウヤ 極真会館中村道場横浜川崎支部

堀　泰斗 ホリ　タイト 極真会館中村道場横浜川崎支部

丸山　立輝 マルヤマ　リツキ 極真会館中村道場横浜川崎支部

小野　尊重 オノ　タカシゲ 極真会館中村道場東京足立支部

高畑　怜誠 タカハタ　レンセイ 極真会館中村道場東京足立支部

岡部　達人 オカベ　タツヒト 極真会館浜井派埼玉県支部

小川　満 オガワ　ミチル 極真会館浜井派埼玉県支部

國玉　富治 クニタマ　トミジ 極真会館浜井派埼玉県支部

田中　美愛 タナカ　ミナ 極真会館浜井派埼玉県支部

向山 煌 ムコウヤマ キラ 極真会館浜井派埼玉県支部

山本　蓮 ヤマモト　レン 極真会館浜井派埼玉県支部

佐藤　琉海 サトウ　ルカ 極真会館浜井派東京本部

井村 隆 イムラ タカシ 極真空手　六本木同好会新橋道場

岡部　健一郎 オカベ　ケンイチロウ 極真空手　六本木同好会新橋道場

白川　宏 シラカワ　ヒロシ 極真空手　六本木同好会新橋道場

髙木 正晴 タカギ マサハル 極真空手　六本木同好会新橋道場

時田　栄次 トキタ　エイジ 極真空手　六本木同好会新橋道場

西田　裕之 ニシダ　ヒロユキ 極真空手　六本木同好会新橋道場

早川　勝 ハヤカワ　スグル 極真空手　六本木同好会新橋道場

早川　勝 ハヤカワ　スグル 極真空手　六本木同好会新橋道場

春名　克俊 ハルナ　カツトシ 極真空手　六本木同好会新橋道場

守屋　光興 モリヤ　ミツオキ 極真空手　六本木同好会新橋道場

山口　葉子 ヤマグチ　ヨウコ 極真空手　六本木同好会新橋道場

阿部　惺 アベ　サトル 極真空手道 忍會熊谷道場

石黒星空 イシグロ セイア 極真空手道 忍會熊谷道場
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大谷  采夢 オオタニ アヤメ 極真空手道 忍會熊谷道場

楠　大樹 クスノキ　ヒロキ 極真空手道 忍會熊谷道場

今野　楓 コンノ　カエデ 極真空手道 忍會熊谷道場

中田　大也 ナカダ　ヒロヤ 極真空手道 忍會熊谷道場

韮塚　巧 ニラヅカ　タクミ 極真空手道 忍會熊谷道場

宮﨑　うめ乃 ミヤザキ　ウメノ 極真空手道 忍會熊谷道場

相川　実黎 アイカワ　ミレイ 極真拳武會さいたま浦和支部

飯田 大智 イイダ　タイチ 極真拳武會さいたま浦和支部

岡本　東真 オカモト　ハルマ 極真拳武會さいたま浦和支部

小熊　幸明 オグマ　コウメイ 極真拳武會さいたま浦和支部

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

加藤　ひかり カトウ　ヒカリ 極真拳武會さいたま浦和支部

呉　彦澤 ゴ　ヒコサワ 極真拳武會さいたま浦和支部

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

齋藤　桜舞 サイトウ　オオマ 極真拳武會さいたま浦和支部

齋藤　心希 サイトウ　コノン 極真拳武會さいたま浦和支部

大黒　紗和子 ダイコク　サワコ 極真拳武會さいたま浦和支部

大黒　宏倫 ダイコク　ヒロミチ 極真拳武會さいたま浦和支部

髙野　快斗 タカノ　ハヤト 極真拳武會さいたま浦和支部

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

滝本　凉大 タキモト　リョウタ 極真拳武會さいたま浦和支部

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　隼翔 ナカムラ　ハヤト 極真拳武會さいたま浦和支部

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

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

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

福島　千代 フクシマ　チヨ 極真拳武會さいたま浦和支部

町田　心大朗 マチダ　コタロウ 極真拳武會さいたま浦和支部

八木　優 ヤギ　ユウ 極真拳武會さいたま浦和支部

柳川　十希 ヤナガワ　トキ 極真拳武會さいたま浦和支部

吉倉　巧翔 ヨシクラ　タクト 極真拳武會さいたま浦和支部

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

齋藤　絵奈 サイトウ　エナ 極真拳武會蒲田道場

齋藤　志貴 サイトウ　シキ 極真拳武會蒲田道場

杉岡　陽貴 スギオカ　ハルキ 極真拳武會埼京・城北支部

池田　愛理 イケダ　アイリ 極真拳武會城南品川支部
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深井　晴翔 フカイ　ハルト 極真拳武會城南品川支部

岩永　季丸 イワナガ　トキマル 極真拳武會川崎元住吉支部

岩永　虎丸 イワナガ　トラマル 極真拳武會川崎元住吉支部

奥田　智陽 オクダ　チハル 極真拳武會川崎元住吉支部

手塚　蒼真 テヅカ　ソウマ 極真拳武會川崎元住吉支部

宮本　笑門 ミヤモト　エモン 極真拳武會川崎元住吉支部

平山　晴菜 ヒラヤマ　ハルナ 極真拳武會長原・石川台支部

森　由里愛 モリ　ユリア 極真拳武會平和島支部

赤羽根　慧俊 アカバネ　アキタカ 極真拳武會目黒・江東支部

鶴ヶ崎　哲之 ツルガサキ　テツユキ 極真拳武會目黒・江東支部

仲道　啓佑 ナカミチ　ケイスケ 極真拳武會目黒・江東支部

三浦　正智 ミウラ　マサトモ 極真拳武會目黒・江東支部

三嶋 葵 ミシマ アオイ 極真拳武會目黒・江東支部

山田　恋登 ヤマダ　レント 金森道場

安部　美涼 アンベ　ミスズ 空手道　光誠会

大谷　竜也 オオタニ　タツヤ 空手道　光誠会

酒井　充 サカイ　ミツル 空手道　光誠会

田中　一誠 タナカ　イッセイ 空手道　光誠会

渡邉　蒼生 ワタナベ　アオイ 空手道　光誠会

石塚　生恵 イシヅカ　イクエ 空手道　新武会

井上　太陽 イノウエ　タイヨウ 空手道　新武会

小室  陽万莉 コムロ  ヒマリ 空手道　新武会

小室  漣音 コムロ  レント 空手道　新武会

中島　伸也 ナカジマ　シンヤ 空手道　新武会

中島　百花 ナカジマ　モモカ 空手道　新武会

岩本　美津子 イワモト　ミツコ 空手道ＭＡＣ横浜仲町台支部

岡村　遥乃 オカムラ　ハルノ 空手道ＭＡＣ西袋道場

岡村　澪乃 オカムラ　ミオノ 空手道ＭＡＣ西袋道場

金子　茉莉香 カネコ　マリカ 空手道ＭＡＣ本部

阿部　寿郎 アベ　トシロウ 空手道北杜塾

西山　空那 ニシヤマ　ソナ 空會館

植村　迅翔 ウエムラ　ハヤト 圏彗會

柿原　昴 カキハラ　スバル 圏彗會

柿原　芽衣奈 カキハラ　メイナ 圏彗會

佐藤　恵茉 サトウ　エマ 圏彗會

城後　大和 ジョウゴ　ヤマト 圏彗會

小川　陽翔 オガワ　ヒロト 拳空道會

小川　勇太 オガワ　ユウタ 拳空道會

齊藤　晴 サイトウ　ハル 拳蹴武会　中島道場
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松原  瑠香 マツバラ  ルカ 拳蹴武会　中島道場

長岡　愛虎 ナガオカ　アトラ 拳心会館

長岡　友理 ナガオカ　ユリ 拳心会館

長岡　龍信 ナガオカ　リュウシン 拳心会館

石田 虎琉 イシダ  クリュウ 拳真流チームアキラ

相澤　奏太 アイザワ　ソウタ 拳成会

高倉　強 タカクラ　ツヨシ 拳成会

高松　清十朗 タカマツ　セイジュウロウ 拳成会

山崎　大輔 ヤマザキ　ダイスケ 己道塾

五十嵐　唯郁 イガラシ　ユイカ 五十嵐道場

加藤 優奈 カトウ ユウナ 五十嵐道場

高野　麗梨香 タカノ　リリカ 五十嵐道場

田中　茉衣 タナカ　マイ 五十嵐道場

中村　圭吾 ナカムラ　ケイゴ 光山会

吹上 優天 フキアゲ ヤテン 光山会

小寺　愛斗 コテラ　マナト 光道會舘塔本道場

大西　泰地 オオニシ　タイチ 光武会館

西田　雄登 ニシダ　ユウト 光武会館

森　輝真 モリ　テルマ 講士館

矢車大地 ヤグルマ　ダイチ 講士館

山上　幸子 ヤマガミ　サチコ 講士館

川原　凛太郎 カワハラ　リンタロウ 高橋塾

齊藤　弘明 サイトウ　ヒロアキ 高橋塾

牧野　悠生 マキノ　ユウセイ 高橋塾

牧野　凛功 マキノ　リク 高橋塾

阿部　英明 アベ　ヒデアキ 桜塾

磯谷　琴世 イソガヤ　コトヨ 桜塾

伊藤 圭音 イトウ カノン 桜塾

伊藤 結音 イトウ ユノン 桜塾

岩井　騰己 イワイ　トウキ 桜塾

岩井　瑠希 イワイ　ルキ 桜塾

氏原　陸登 ウジハラ　リクト 桜塾

大石  悠月 オオイシ  ユヅキ 桜塾

大谷内　洸 オオヤチ　コウ 桜塾

岡田　凌平 オカダ　リョウヘイ 桜塾

souhei　kasahara カサハラ　ソウヘイ 桜塾

加藤　琉雅 カトウ　リュウガ 桜塾

小島  蕉也 コジマ  ショウヤ 桜塾

小島  澪 コジマ  レイ 桜塾
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鷲見　琉月 スミ　リツキ 桜塾

鷲見　琉颯 スミ　リュウサ 桜塾

鷲見　琉斗 スミ　ルイト 桜塾

鷲見　琉那 スミ　ルナ 桜塾

瀬尾　旺文 セオ　アキフミ 桜塾

代　靖睿 ダイ　セイエイ 桜塾

高橋　苺愛 タカハシ　マイア 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

冨田　華帆 トミタ　カホ 桜塾

冨田　和花 トミタ　ワカ 桜塾

中村　海晴 ナカムラ　カイセイ 桜塾

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

野村　魁希 ノムラ　カイキ 桜塾

藤田　琥也 フジタ　コウヤ 桜塾

藤田　星莉 フジタ　セリ 桜塾

丸本　依央奈 マルモト　イオナ 桜塾

村田　風我 ムラタ　フウガ 桜塾

山崎　星蘭 ヤマザキ　キラ 桜塾

吉田　善 ヨシダ　ゼン 桜塾

吉田　利々菜 ヨシダ　リリナ 桜塾

吉田　類 ヨシダ　ルイ 桜塾

大津　海聖 オオツ　カイセイ 山口有永道場

大津　愛珠 オオツ　ナルミ 山口有永道場

大津　隆政 オオツ　リュウセイ 山口有永道場

木花　煌 キハナ　キラ 山口有永道場

片平　豪樹 カタヒラ　ゴウキ 四葉会山田道場

可知　来生 カチ　クウ 四葉会山田道場

栗原　心真 クリバラ　シンマ 四葉会山田道場

小泉　成 コイズミ　ナル 四葉会山田道場

小泉　廉 コイズミ　レン 四葉会山田道場

末松　裕咲 スエマツ　ユサ 四葉会山田道場

杉浦　湊太 スギウラ　ソウタ 四葉会山田道場

杉浦　琉人 スギウラ　リュウト 四葉会山田道場

秦　龍太郎 ハタ　リュウタロウ 四葉会山田道場

逸見　新 ヘンミ　アラタ 四葉会山田道場

堀越　頼暉 ホリコシ　ライキ 四葉会山田道場

堀越　稟翔 ホリコシ　リント 四葉会山田道場
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間中　蒼 マナカ　ソウ 四葉会山田道場

伊藤　龍吾 イトウ　リョウゴ 士衛塾山梨県支部

阿部　鎧彪 アベ　ガイ 七海会

国本　英真 クニモト　エイシン 七海会

清水　虎徹 シミズ　コテツ 七海会

土嶺　太聖 ツチミネ　タイセイ 七海会

西村　七海 ニシムラ　ナナミ 七海会

西村　美波 ニシムラ　ミナミ 七海会

石黒　剛朗 イシグロ　タケオ 実戦武道空手　武心塾

井上　明仁 イノウエ　アキヒト 実戦武道空手　武心塾

今福　博幸 イマフク　ヒロユキ 実戦武道空手　武心塾

佐藤　一徳 サトウ　カズノリ 実戦武道空手　武心塾

佐藤　育志 サトウ　ヤスシ 実戦武道空手　武心塾

野村友吾 ノムラユウゴ 実戦武道空手　武心塾

程嶋　公明 ホドシマ　キミアキ 実戦武道空手　武心塾

三崎　景 ミサキ　ケイ 実戦武道空手　武心塾

本杉　麟太郎 モトスギ　リンタロウ 実戦武道空手　武心塾

若佐　剛 ワカサ　タケシ 実戦武道空手　武心塾

押上　力丸 オシガミ　リキマル 社団法人　極真会館

多野 龍心 タノ リュウシン 社団法人　極真会館

土田 萌華 ツチダ モカ 社団法人　極真会館

今村　大楽 イマムラ　オオラ 社団法人　極真会館埼玉県木村道場

佐久間　大翔 サクマ　ヒロト 社団法人　極真会館埼玉県木村道場

赤井　駿亮 アカイ　シュンスケ 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

厚川　來 アツカワ　ユキ 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

牛尾　侍音 ウシオ　シオン 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

牛尾　隆成 ウシオ　リュウセイ 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

牛尾　隆成 うしお　りゅうせい 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

小野　一翔 オノ　カズト 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

酒井　脩平 サカイ　シュウヘイ 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

下田 まりあ シモダ マリア 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

古田　真都 フルタ　マナト 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

古田　悠真 フルタ　ユウマ 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

渡邉　瑛汰 ワタナベ　エイタ 社団法人　極真会館神奈川県井上道場

清水　皓大 シミズ　コウタ 社団法人　極真会館東京都佐藤道場

清水　銘子 シミズ　メイコ 社団法人　極真会館東京都佐藤道場

中村  真里 ナカムラ  マリ 社団法人　極真会館東京都佐藤道場

西元　花果 ニシモト　ハナカ 社団法人　極真会館東京都佐藤道場

林  莉希 ハヤシ  ライキ 社団法人　極真会館東京都佐藤道場
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奈良岡　歩 ナラオカ　アユム 小比類巻道場弘前支部

石井  喜一 イシイ  キイチ 小平空手道研究会

上滝　悠史 カミダキ　ユウジ 尚道館富山道場

佐藤　奨悟 サトウ　ショウゴ 尚道館富山道場

高畑　佑丞 タカハタ　ユウスケ 尚道館富山道場

山崎　詩月 ヤマザキ　シヅク 尚道館富山道場

山崎　龍之介 ヤマザキ　リュウノスケ 尚道館富山道場

白数　豹雅 シラス　ヒョウガ 昇心塾本部

富澤　瑞己 トミザワ　ミズキ 昭武館カラテ総本部

富澤　勇飛 トミザワ　ユウト 昭武館カラテ総本部

内田　悠々 ウチダ　ユユ 昭武館内田道場

白𡈽　貴司 シラト　タカシ 昭武館内田道場

須釜　康次 スガマ　コウジ 昭武館内田道場

松橋　怜央 マツハシ　レオ 昭武館内田道場

安田　愛梨 ヤスダ　アイリ 昭武館内田道場

胡田　裕美 エビスダ　ヒロミ 心温塾

大野　愛善 オオノ　アイゼン 心温塾

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

佐藤　愛夏 サトウ　マナカ 心温塾

澤口　太辰 サワグチ　タイシン 心温塾

高崎␣駿 タカサキ␣シュン 心温塾

奥村　幸美 オクムラ　ユキミ 心想流空手道連盟

林   美月 ハヤシ   ミヅキ 心想流空手道連盟

林　芽衣奈               ハヤシ　メイナ 心想流空手道連盟

仲摩　玲那 ナカマ　レナ 新誠會

能登谷　祐真 ノトヤ　ユウマ 真結氣

伊藤　開 イトウ　カイ 真誠塾

木村　昂大朗 キムラ　コウタロウ 神居塾

熊田　愛生 クマダ　アオ 神居塾

後藤　悠斗 ゴトウ　ハルト 神居塾

後藤　優一 ゴトウ　ユウイチ 神居塾

佐久間　史訓 サクマ　フミノリ 神居塾

佐藤  幸太郎 サトウ コウタロウ 神居塾

三瓶　叶翔 サンベ　カナト 神居塾

鈴木　悠義 スズキ　ハルヨシ 神居塾

根本　晴空 ネモト　ハルク 神居塾

松澤　奏汰 マツザワ　カナタ 神居塾
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松澤　日々輝 マツザワ　ヒビキ 神居塾

佐藤　謙真 サトウ　ケンシン 神武会館本部道場

佐藤　領政 サトウ　リョウセイ 神武会館本部道場

十亀　修 ソガメ　シュウ 仁聖会

宮田 　将吾 ミヤタ　ショウゴ 仁聖会

川和田 加央琉 カワワダ カオル 水戸啓明高等学校空手道部

浦  悠輝 ウラ  ユウキ 水戸游藝館本部

大平　和道 オオヒラ　カズミチ 水戸游藝館本部

大平　匠真 オオヒラ　タクマ 水戸游藝館本部

小川　賢 オガワ　サトシ 水戸游藝館本部

紺野　暁 コンノ　アキラ 水戸游藝館本部

紺野　麗 コンノ　ウララ 水戸游藝館本部

松田　理央 マツダ　リオ 世界総極真　埼玉県橋本道場

松田　留禾 マツダ　ルカ 世界総極真　埼玉県橋本道場

桐原　歩夢 キリハラ　アユム 世界闘英館空手道連盟

高山　陽登 タカヤマ　ハルト 世界闘英館空手道連盟

田口　心道 タグチ　ココミチ 世界闘英館空手道連盟

都築　莉玖 ツヅキ　リク 世界闘英館空手道連盟

都築　梨那 ツヅキ　リナ 世界闘英館空手道連盟

野﨑　颯斗 ノザキ　リュウト 正樹道場

須藤　泰冴 ストウ　タイゴ 正伝流空手道中村道場

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

前河　綺沙 マエガワ　キズナ 正道会館高雄道場

岩口  紗藍 イワグチ サラ 清凛館

梶原　基 カジワラ　モトイ 清凛館

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

篠原　善 シノハラ　ゼン 聖空会館高砂道場

伏野　琥珀 フシノ　コハク 聖空会館高砂道場

権出　小春 ゴンデ　コハル 聖心會

権出　小春 ゴンデ　コハル 聖心會

村上 雄哉 ムラカミ ユウヤ 聖心會

屋敷　翔哉 ヤシキ　ショウヤ 聖武会館

小林　祐太 コバヤシ　ユウタ 誠真会館秋津道場

菱山　寛 ヒシヤマ　ヒロシ 誠真会館東伏見道場

遠藤　明日菜 エンドウ　アスナ 静空塾

遠藤　來玲羽 エンドウ　クレハ 静空塾

中村　悠吾 ナカムラ　ユウゴ 全真会館
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本田 虎ノ介 ホンダ トラノスケ 蒼天塾

本田 花心美 ホンダ ハナビ 蒼天塾

前河　凜花 マエガワ　リンカ 大阪体育大学浪商高校空手道部

大山　晃生 オオヤマ　コウセイ 大山道場

工藤　颯太 クドウ　ソウタ 大鹿道場本部

桜井　香太 サクライ　コウタ 大鹿道場本部

桜井　香太 サクライ　コウタ 大鹿道場本部

桜井　奏輔 サクライ　ソウスケ 大鹿道場本部

河合  琉月 カワイ  ルツキ 大上會

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

大竹　正希 オオタケ　マサキ 大場道場

大竹　真帆 オオタケ　マホ 大場道場

大場　心遥 オオバ　コハル 大場道場

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

服部　瑛心 ハットリ　エイシン 大場道場

細谷　成 ホソヤ　ジョウ 大場道場

岡田　碧音 オカダ　アイト 谷岡道場

岡田　翔煌真 オカダ　ショウマ 谷岡道場

小嶋　鷹飛 コジマ　タカト 谷岡道場

小嶋　隼飛 コジマ　ハヤト 谷岡道場

土田　彪眞 ツチダ　ヒョウマ 谷岡道場

山本　浩暉 ヤマモト　ヒロキ 谷岡道場

多比羅　堅大 タヒラ　タカヒロ 中央大学拳友会

奥村　亜瑠真 オクムラ　アルマ 中崎道場関西本部

奥村　一真 オクムラ　イッシン 中崎道場関西本部

奥村　瑠依真 オクムラ　ルイマ 中崎道場関西本部

山田　悠斗 ヤマダ　ユウト 長迫道場

梅ヶ迫　哲治 ウメガサコ　テツジ 天翔塾

早瀬　尚史 ハヤセ　ヒサシ 天翔塾

荒井　紗乃 アライ　スズノ 東京世田谷佐々木道場本部

漆谷　康志郎 ウルシタニ　コウシロウ 東京世田谷佐々木道場本部

小島　櫂 コジマ　カイ 東京世田谷佐々木道場本部

小林　永真 コバヤシ　エマ 東京世田谷佐々木道場本部

小林　治真 コバヤシ　ハルマ 東京世田谷佐々木道場本部

佐々木　望花 ササキ　モカ 東京世田谷佐々木道場本部

高松　詩 タカマツ　ウタ 東京世田谷佐々木道場本部

細坪 輝 ホソツボ ライト 東京世田谷佐々木道場本部
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松園　一粋 マツゾノ　イッスイ 東京世田谷佐々木道場本部

松園　公謙 マツゾノ　コウケン 東京世田谷佐々木道場本部

松園　凜 マツゾノ　リン 東京世田谷佐々木道場本部

矢島　優樹 ヤジマ　ユウキ 東京世田谷佐々木道場本部

早坂　公朗 ハヤサカ　キミオ 突蹴会荒井吾妻山道場

上野　結翔 ウエノ　ユイト 忍會ふじみ野本部

OHNISHI　RENA オオニシ　レナ 忍會ふじみ野本部

小山　将輝 コヤマ　マサキ 忍會ふじみ野本部

坂元　翔哉 サカモト　ショウヤ 忍會ふじみ野本部

ジョンストン  ベガス ジョンストン  ベガス 忍會ふじみ野本部

新藤　竜希 シンドウ　タツキ 忍會ふじみ野本部

髙澤　怜生 タカザワ　レイ 忍會ふじみ野本部

長坂　子龍 ナガサカ　シリュウ 忍會ふじみ野本部

日向　舶斗 ヒナタ　ハクト 忍會ふじみ野本部

堀越　逸豊 ホリコシ　ハヤト 忍會ふじみ野本部

矢作　雅妃 ヤハギ　ミヤビ 忍會ふじみ野本部

堀内　隆文 ホリウチ　タカフミ 白蓮会館山梨支部

泉　心 イズミ　シン 白蓮会館湘南鎌倉支部

泉　結 イズミ　ユウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

岩崎 日向汰 イワサキ ヒナタ 白蓮会館湘南鎌倉支部

野見山　然宇 ノミヤマ　サリュウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

渡邊　剛 ワタナベ　ゴウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

河野　一心 コウノ　ツカサ 白蓮会館池田支部

河野　真心 コウノ　マナト 白蓮会館池田支部

平木　桂子 ヒラキ　ケイコ 白蓮会館池田支部

岡山　月輝 オカヤマ　ルキア 白蓮会館東京墨田支部

早乙女　愛弥恵 サオトメ　アヤメ 白蓮会館東京墨田支部

佐藤　蒼一郎 サトウ　ソウイチロウ 白蓮会館東京墨田支部

島本　虎 シマモト　コウ 白蓮会館東京墨田支部

土屋　湊 ツチヤ　ソウ 白蓮会館東京墨田支部

鶴田　大洋 ツルタ　タイヨウ 白蓮会館東京墨田支部

橋本　怜 ハシモト　レイ 白蓮会館東京墨田支部

丸山茂樹 マルヤマ シゲキ 白蓮会館東京墨田支部

丸山　怜夏 マルヤマ　レナ 白蓮会館東京墨田支部

宮城　諒大 ミヤギ　リョウタ 白蓮会館東京墨田支部

角田　ひより カクタ　ヒヨリ 飛馬道場

角田　漣 カクタ　レン 飛馬道場

梶　武蔵 カジ　ムサシ 飛馬道場

門田　唄侍 カドタ　ハイジ 飛馬道場
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小泉　そら コイズミ　ソラ 飛馬道場

齋藤　絆菜 サイトウ　ハンナ 飛馬道場

山本　颯良 ヤマモト　ソラ 冨田流実践空手道 成心會

山本　帆昴 ヤマモト　ハル 冨田流実践空手道 成心會

澤　洸太朗 サワ　コウタロウ 武奨館　吉村道場

日尾　雅美 ヒオ　マサミ 武奨館　吉村道場

日尾　心優 ヒオ　ミヒロ 武奨館　吉村道場

石黒　愛徠 イシグロ　アイラ 武真会

服部　愛夢 ハットリ　アム 武神　佐藤道場

加藤　蒼祐 カトウ　ソウスケ 武道空手　練

小玉　健人 コダマ　ケント 武道空手　練

佐土原　一龍 サドハラ　ヒリュウ 武道空手　練

佐野　鳳輝 サノ　フウキ 武道空手　練

佐野　鳳真 サノ　フウマ 武道空手　練

高澤 登矢 タカサワ トウヤ 武道空手　練

田熊　透 タクマ　トオル 武道空手　練

竹内  琉空斗 タケウチ  リクト 武道空手　練

武田　瑛太 タケダ　エイタ 武道空手　練

武田　壮真 タケダ　ソウマ 武道空手　練

仲島　章悟 ナカジマ　ショウゴ 武道空手　練

平栗  永琉 ヒラグリ  エル 武道空手　練

宮川　健 ミヤカワ　タケル 武道空手　練

吉田 すず ヨシダ スズ 武道空手　練

渡辺　凌也 ワタナベ　リョウヤ 武道空手　練

渡辺翔竜 ワタナベシリュウ 武道空手　練

石黒　紀之 イシグロ　ノリユキ 武立会館

山口　叶来也 ヤマグチ　トキヤ 武立会館

石躍　健人 イシオドリ　ケント 平塚道場

伊藤　肇 イトウ　ハジメ 平塚道場

萩原　瑠樹 ハギワラ　ルキ 平塚道場

日髙　輝 ヒダカ　ヒカル 平塚道場

本木　隆一 モトキ　リュウイチ 平塚道場

渡邉　幸之助 ワタナベ　サノスケ 平塚道場

秋葉　竜之介 アキバ　リュウノスケ 無限勇進会

礒部　礼 イソベ　レイ 無限勇進会

鵜澤　帆波 ウザワ　ホナミ 無限勇進会

鈴木　海偉 スズキ　ノイ 無限勇進会

高村子浩 タカムラコヒロ 無限勇進会

沼田　佳音 ヌマタ　カノン 無限勇進会
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沼田　謙翔 ヌマタ　ケンショウ 無限勇進会

沼田　康誠 ヌマタ　コウセイ 無限勇進会

長谷川  凰星 ハセガワ  コウセイ 無限勇進会

三ヶ島　小夏 ミカシマ　コナツ 無限勇進会

三ヶ島　なな ミカシマ　ナナ 無限勇進会

三尾　奏太 ミツオ　ソウタ 無限勇進会

青木 蒼空 アオキ ソラ 木鶏會

宇津 賀凰 ウヅ ガオウ 木鶏會

宇津 大賀 ウヅ タイガ 木鶏會

小澤　颯月 オザワ　サツキ 木鶏會

佐川　春日 サガワ　ハルヒ 木鶏會

櫻井　芽生 サクライ　メイ 木鶏會

櫻井　元気 サクライ　モトキ 木鶏會

佐谷戸　友海 サヤト　ユウミ 木鶏會

杉本　葵音 スギモト　アオ 木鶏會

杉本　葵音 スギモト　アオ 木鶏會

杉本　優音 スギモト　ユウト 木鶏會

杉山  雄篤 スギヤマ  ユウマ 木鶏會

関町　明莉 セキマチ　アカリ 木鶏會

眞部   礼翔 マナベ   ライト 木鶏會

井口　瑚々 イグチ　ココ 野地道場

井口　大也 イグチ　ダイヤ 野地道場

小島　知己 オジマ　トモキ 野地道場

髙野　純一 タカノ　ジュンイチ 野地道場

田所　輝 タドコロ　ヒカル 野地道場

鄭　開成 テイ　カイセイ 野地道場

豊嶋　宏明 トヨシマ　ヒロアキ 野地道場

永島　優吾 ナガシマ　ゆうごか 野地道場

長張　吏絵梨 ナガハリ　リエナ 野地道場

西原　航平 ニシハラ　コウヘイ 野地道場

野本  瑛 ノモト  アキラ 野地道場

橋本　綾人 ハシモト　アヤト 野地道場

橋本　類 ハシモト　ルイ 野地道場

北條　蒼士 ホウジョウ　ソウシ 野地道場

松本　遼 マツモト　リョウ 野地道場

横田　加代子 ヨコタ　カヨコ 野地道場

加藤　颯 カトウ　ソウ 優至会酒井道場

加藤　椿 カトウ　ツバキ 優至会酒井道場

加藤　蓮 カトウ　レン 優至会酒井道場
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中野　龍ノ介 ナカノ　リュウノスケ 優至会酒井道場

江口　あかり エグチ　アカリ 優至会塚本道場

岡部　蒼空 オカベ　ソラ 優至会塚本道場

岡部　優輝 オカベ　ユウキ 優至会塚本道場

風間　琉太郎 カザマ　リュウタロウ 優至会塚本道場

工藤　一彦 クドウ　カズヒコ 優至会塚本道場

齋藤 花 サイトウ ハナ 優至会塚本道場

菅原　隆博 スガワラ　タカヒロ 優至会塚本道場

髙橋　颯斗 タカハシ　ハヤト 優至会塚本道場

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

矢野　誠一 ヤノ　セイイチ 優至会塚本道場

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

立花　ひまり タチバナ　ヒマリ 優至会北海酒井道場

中岸　愛琉斗 ナカギシ　アルト 勇誠会　井上道場

橋本 龍之介 ハシモト 龍之介 勇誠会　井上道場

小宮　隆一 コミヤ　リュウイチ 雄信会本部道場

鎌谷　花暖 カマタニ　ハノン 立志会

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

喜多  翔平 キタ  ショウヘイ 流心館

曽根勝　沙也香 ソネカツ　サヤカ 流心館

谷光 奏音 タニミツ カナト 流心館

平瀬　拳 ヒラセ　ケン 烈士塾

平瀬　仁 ヒラセ　ジン 烈士塾

加藤　宥希 カトウ　ユウキ 劭流　祐心会尾張旭支部

鎌田　凌真 カマダ　リョウマ 眞琉會

鈴木　猛 スズキ　タケル 黎明会館

大貫昭仁 オオヌキアキヒト 髙橋道場

岡部　翔央 オカベ　ショウ 髙橋道場

髙橋　和久 タカハシ　カズヒサ 髙橋道場

髙橋　佑汰 タカハシ　ユウタ 髙橋道場

立原　光太 タチハラ　コウタ 髙橋道場

松平　鐘一 マツダイラ　ショウイチ 髙橋道場

山本　亮 ヤマモト　リョウ 髙橋道場
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