
ドリーム2022【個人型】出場選手一覧（新極真会）

支部道場名 氏名 フリガナ 【個人型】階級名

愛知中央支部 増田　昭彦 マスダ　アキヒコ 小学2年生男子

愛知中央支部 田端　夏芽 タバタ　ナツメ 小学3年生女子

愛知中央支部 久保　昊志朗 クボ　コウシロウ 小学4年生男子

愛知中央支部 西尾　來姫 ニシオ　ルルア 小学4年生女子

愛知中央支部 石黒　花穏 イシグロ　カノン 小学5年生女子

愛知中央支部 菅谷　俐駆 スガヤ　リク 小学6年生男子

愛知中央支部 久保　翔大朗 クボ　ショウタロウ 中学生男子

愛知中央支部 長谷川　璃來 ハセガワ　リラ 中学生女子

愛知中央支部 松井勇磨 マツイユウマ 高校生男子

愛知中央支部 黒田　蒼 クロダ　アオイ 高校生女子

愛知中央支部 将口　美希 ショウグチ　ミキ 女子19才以上35才未満

茨城県央支部 小堀 暖馬 コボリ ハルマ 小学3年生男子

茨城県央支部 作間 祐莉那 サクマ ユリナ 小学3年生女子

茨城県央支部 勝山　龍弥 カツヤマ　リュウヤ 中学生男子

奄美支部 義永　テア ヨシナガ　テア 小学4年生女子

奄美支部 仁科  いおり ニシナ  イオリ 中学生女子

奄美支部 仁科  さら ニシナ  サラ 中学生女子

岡山東支部 南　慎宜 ミナミ　シンギ 小学5年生男子

岡山東支部 柚木　一乃 ユノキ　イチノ 小学5年生女子

岡山東支部 吉森　天羽 ヨシモリ　アマネ 小学5年生女子

沖縄支部 黄　研一 コウ　ケンイチ 小学2年生男子

沖縄支部 吉田　にこ ヨシダ　ニコ 小学3年生女子

沖縄支部 中森　泉結 ナカモリ　ミユウ 小学4年生女子

沖縄支部 黄 議宏 コウ ノリヒロ 小学5年生男子

沖縄支部 山盛　珠李 ヤマモリ　シュリ 小学5年生男子

沖縄支部 和崎　美空 ワサキ　ミク 小学6年生女子

沖縄支部 波多野　景人 ハタノ　ケイト 中学生男子

岐阜支部 若原　奨馬 ワカハラ　ショウマ 小学6年生男子

吉祥寺杉原道場 佐々木　睦 ササキ　ムツミ 小学3年生男子

宮崎ひなた支部 松田　美月 マッタ　ミツキ 高校生女子

宮崎中央道場 井上統天 イノウエトウマ 中学生男子

宮崎中央道場 後藤 馨基 ゴトウ ヨシキ 中学生男子

宮崎中央道場 鳥原  隆司 トリハラ  タカシ 男子19才以上35才未満

宮城支部 岩﨑　千治 イワサキ　チハル 男子35才以上

宮城支部 田村　俊宣 タムラ　トシノブ 男子35才以上

群馬支部 今泉　翔琉 イマイズミ　カケル 小学1年生男子

群馬支部 下城 輝士 シモジョウ アキト 小学2年生男子

群馬支部 近藤　かなで コンドウ　カナデ 小学2年生女子

群馬支部 大澤　翔 オオサワ　ショウ 小学3年生男子

群馬支部 石井　凛花 イシイ　リンカ 小学3年生女子

群馬支部 齋藤　琥太朗 サイトウ　コタロウ 小学4年生男子

群馬支部 吉田　大偉夢 ヨシダ　タイム 小学4年生男子

群馬支部 大沼　咲絢 オオヌマ　サアヤ 小学4年生女子

群馬支部 関口  碧 セキグチ  アオイ 小学4年生女子
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群馬支部 高木　希海 タカギ　ノゾミ 小学4年生女子

群馬支部 梅山　佳大 ウメヤマ　カイト 小学5年生男子

群馬支部 小林　輝空 コバヤシ　ソラ 小学5年生男子

群馬支部 蛭田　大希 ヒルタ　ダイキ 小学5年生男子

群馬支部 前原　絆芯 マエハラ　キシン 小学5年生男子

群馬支部 柳澤　佑哉 ヤナギサワ　ユウヤ 小学5年生男子

群馬支部 高木　望夢 タカギ　ノゾム 小学6年生男子

群馬支部 西井　宏太郎 ニシイ　コウタロウ 小学6年生男子

群馬支部 植松　和香 ウエマツ　ワカ 小学6年生女子

群馬支部 今泉　陽翔 イマイズミ　ハルト 中学生男子

群馬支部 剣持　虎徹 ケンモチ　コテツ 中学生男子

広島支部 友井　遼 トモイ　ハル 中学生男子

広島支部 藤本　茉侑 フジモト　マユ 中学生女子

広島支部 鈴木 来飛 スズキ ライト 高校生男子

高知支部 関　真帆 セキ　マホ 幼年女子

高知支部 関　陽海 セキ　ハルミ 小学2年生男子

埼玉大宮西支部 星野　陽向 ホシノ　ヒナタ 小学1年生男子

埼玉大宮西支部 山本　奏音 ヤマモト　カナネ 小学1年生女子

埼玉大宮西支部 上原　将心 ウエハラ　マサムネ 小学4年生男子

埼玉大宮西支部 松澤　きく乃 マツザワ　キクノ 小学4年生女子

埼玉大宮西支部 山本　詩衣 ヤマモト　シイ 小学5年生女子

埼玉大宮西支部 細谷 希花 ホソヤ マレカ 女子19才以上35才未満

埼玉中央道場 長田　悠里 オサダ　ユリ 小学3年生女子

埼玉中央道場 波田野　和奏 ハタノ　ワカナ 小学3年生女子

埼玉中央道場 杉山　隆河 スギヤマ　リュウガ 小学5年生男子

埼玉中央道場 野田　雄平 ノダ　ユウヘイ 小学5年生男子

埼玉中央道場 武藤　廣祐 ムトウ　コウスケ 小学5年生男子

埼玉中央道場 大野　匡陽 オオノ　マサヤ 小学6年生男子

埼玉中央道場 十枝内　舞凜 トシナイ　マリン 小学6年生女子

埼玉中央道場 福原　大貴 フクハラ　タイキ 中学生男子

埼玉中央道場 杉山　ろみ スギヤマ　ロミ 中学生女子

埼玉武蔵支部 米倉　日良 ヨネクラ　ニコラ 小学1年生男子

埼玉武蔵支部 中東　夏英 ナカトウ　カエ 小学1年生女子

埼玉武蔵支部 大橋　和馬 オオハシ　カズマ 小学2年生男子

埼玉武蔵支部 島村　一瑳 シマムラ　イッサ 小学2年生男子

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 小学2年生男子

埼玉武蔵支部 望月 葵 モチヅキ アオイ 小学2年生女子

埼玉武蔵支部 長尾 耀成 ナガオ アキナリ 小学3年生男子

埼玉武蔵支部 中東　壮介 ナカトウ　ソウスケ 小学3年生男子

埼玉武蔵支部 加藤　渚 カトウ　ナギサ 小学4年生女子

埼玉武蔵支部 荒井　鼓 アライ　ツヅミ 小学5年生男子

埼玉武蔵支部 加藤　凌 カトウ　リョウ 小学5年生男子

埼玉武蔵支部 荒井　俐人 アライ　リヒト 小学6年生男子

埼玉武蔵支部 大野田　琉希 オオノダ　リュウキ 小学6年生男子
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埼玉武蔵支部 吉沢　太希 ヨシザワ　タイキ 小学6年生男子

埼玉武蔵支部 小林　千桜 コバヤシ　チサ 小学6年生女子

埼玉武蔵支部 唐岡　克夫 カラオカ カツオ 男子35才以上

埼玉武蔵支部 日置　梓 ヒオキ　アズサ 女子35才以上

埼玉武蔵支部 山崎  麻由 ヤマザキ  マユ 女子35才以上

三重中央支部 中田　翼 ナカタ　ツバサ 小学1年生女子

三重中央支部 野田　龍輝 ノダ　タツキ 小学4年生男子

三重中央支部 岸江　藍沙 キシエ　アイサ 小学4年生女子

三重中央支部 岸江　璃人 キシエ　リヒト 中学生男子

三重中央支部 青田　芽依 アオタ　メイ 中学生女子

三重中央支部 中田　響 ナカタ　ヒビキ 中学生女子

三重中央支部 脇田　辰夫 ワキタ　タツオ 男子35才以上

三重北道場 佐藤　市惺 サトウ　イッセイ 幼年男子

三重北道場 横田　正道 ヨコタ　マサミチ 小学4年生男子

三重北道場 佐藤　優青 サトウ　ユウセイ 小学5年生男子

山口中央支部 藏川   空 クラカワ   ソラ 小学5年生男子

山口中央支部 久保田　舟哉 クボタ　シュウヤ 小学6年生男子

滋賀中央支部 中島　粋 ナカシマ　イキ 小学4年生男子

滋賀中央支部 森　蓮花 モリ　レンカ 小学4年生女子

滋賀中央支部 岡村  星那 オカムラ  セナ 小学6年生男子

滋賀中央支部 正垣　遼真 ショウガキ　リョウマ 小学6年生男子

滋賀中央支部 長谷川　礎 ハセガワ　キズキ 小学6年生男子

滋賀中央支部 辻　奏仁 ツジ　カナト 中学生男子

滋賀中央支部 原川　仁貴 ハラカワ　ヨシキ 中学生男子

鹿児島中央支部 淵上　春 フチガミ　ハル 小学1年生女子

鹿児島中央支部 緒方　優愛 オガタ　ユウア 小学3年生女子

鹿児島中央支部 淵上　瑶己 フチガミ　タマキ 小学4年生女子

鹿児島中央支部 篠崎　大和 シノザキ　ヤマト 小学5年生男子

鹿児島中央支部 前迫 優那 マエサコ ユナ 小学5年生女子

鹿児島中央支部 竹島　雅之 タケシマ　マサユキ 男子35才以上

湘南支部 慶田　晟太郎 ケイダ　ジョウタロウ 小学5年生男子

湘南支部 鈴木　涼 スズキ　リョウ 小学5年生男子

湘南支部 坂田　丈陽 サカタ　トモハル 中学生男子

新潟支部 林  一樹 ﾊﾔｼ  ｶｽﾞｷ 高校生男子

新潟支部 林  愛夏 ﾊﾔｼ  ｱｲｶ 高校生女子

新潟支部 古川　陽子 フルカワ　ヨウコ 女子35才以上

新宿道場 武田　浩樹 タケダ　ヒロキ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 塩野　悠人 シオノ　ユウト 小学2年生男子

神奈川東横浜支部 藤平　諒真 フジヒラ　リョウマ 小学2年生男子

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 小学2年生女子

神奈川東横浜支部 北村　十威 キタムラ　トオイ 小学3年生男子

神奈川東横浜支部 篠原　佑騎 シノハラ　ユウキ 小学3年生男子

神奈川東横浜支部 平林　結貴 ヒラバヤシ　ユタカ 小学3年生男子

神奈川東横浜支部 名倉　史織 ナグラ　シオリ 小学3年生女子
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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 小学4年生男子

神奈川東横浜支部 大西　唯斗 オオニシ　ユイト 小学4年生男子

神奈川東横浜支部 橘田　隆慈 キッタ　リュウジ 小学4年生男子

神奈川東横浜支部 黒澤　雄斗 クロサワ　ユウト 小学4年生男子

神奈川東横浜支部 根岸　大樹 ネギシ　タイキ 小学4年生男子

神奈川東横浜支部 根本　敦弘 ネモト　アツヒロ 小学4年生男子

神奈川東横浜支部 山田　惺己 ヤマダ　セナ 小学4年生男子

神奈川東横浜支部 岩田　祐飛 イワタ　ユウヒ 小学5年生男子

神奈川東横浜支部 平尾　匠真 ヒラオ　ショウマ 小学5年生男子

神奈川東横浜支部 齋木　ひなた サイキ　ヒナタ 小学5年生女子

神奈川東横浜支部 藤永　夢月 フジナガ　ユヅキ 小学5年生女子

神奈川東横浜支部 鈴木　海統 スズキ　カイト 小学6年生男子

神奈川東横浜支部 永原　彗斗 ナガハラ　ケイト 小学6年生男子

神奈川東横浜支部 平林　歩貴 ヒラバヤシ　ホタカ 小学6年生男子

神奈川東横浜支部 浦野　蓮生 ウラノ　レント 中学生男子

神奈川東横浜支部 梶　健一朗 カジ　ケンイチロウ 中学生男子

神奈川東横浜支部 橘田　仁 キッタ　ジン 中学生男子

神奈川東横浜支部 齋藤　遼人 サイトウ　リョウト 中学生男子

神奈川東横浜支部 笹山　凌空 ササヤマ　リク 中学生男子

神奈川東横浜支部 高野　太成 タカノ　タイセイ 中学生男子

神奈川東横浜支部 中尾　光希 ナカオ　ミツキ 中学生男子

神奈川東横浜支部 藤永　絆生 フジナガ　キズキ 中学生男子

神奈川東横浜支部 松井　康太 マツイ　コウタ 中学生男子

神奈川東横浜支部 山﨑　文椰 ヤマサキ　フミヤ 中学生男子

神奈川東横浜支部 一瀬　実咲 イチノセ　ミサキ 中学生女子

神奈川東横浜支部 内野　心結 ウチノ　ミユ 中学生女子

神奈川東横浜支部 内野　心裕 ウチノ　ケイスケ 高校生男子

神奈川東横浜支部 小川　凌空 オガワ　リク 高校生男子

神奈川東横浜支部 小川　実夢 オガワ　ミユ 高校生女子

神奈川東横浜支部 石坂　優香 イシザカ　ユウカ 女子19才以上35才未満

神奈川東横浜支部 梅澤　彩音 ウメザワ　アヤネ 女子19才以上35才未満

神奈川東横浜支部 栁澤 絢音 ヤナギサワ アヤネ 女子19才以上35才未満

神奈川東横浜支部 加古　謙司 カコ　ケンジ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 加藤　隆 カトウ　タカシ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 小林 正樹 コバヤシ マサキ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 三枝　明弘 サエグサ　アキヒロ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 佐々木　成和 ササキ　シゲカズ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 須藤　隆之 ストウ　タカユキ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 寺尾　卓也 テラオ　タクヤ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 西岡　義高 ニシオカ　ヨシタカ 男子35才以上

神奈川東横浜支部 尾形　昌美 オガタ　マサミ 女子35才以上

神奈川東横浜支部 田代　典子 タシロ　ノリコ 女子35才以上

神奈川北支部 奥村　聡介 オクムラ　ソウスケ 小学1年生男子

神奈川北支部 関　隆之介 セキ　リュウノスケ 小学2年生男子
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神奈川北支部 山本　飛雄馬 ヤマモト　ヒュウマ 小学2年生男子

神奈川北支部 長浜　大明 ナガハマ　タイメイ 小学3年生男子

神奈川北支部 成田　挑 ナリタ　イドム 小学5年生男子

神奈川北支部 石川　励 イシカワ　レイ 小学6年生男子

神奈川北支部 山田　陽翔 ヤマダ　ハルト 中学生男子

神奈川北支部 井植　孝之 イノウエ　タカユキ 男子35才以上

世田谷・杉並支部 川島　汐音 カワシマ　シオン 小学3年生男子

世田谷・杉並支部 徳永 陸人 トクナガ リクト 小学4年生男子

世田谷・杉並支部 小林　梓乃 コバヤシ　シノ 中学生女子

西神奈川支部 石野　姫子 イシノ　ヒメコ 女子19才以上35才未満

静岡支部 妙木　瑛祐 ミョウキ　エイスケ 小学1年生男子

静岡支部 新見　優希 ニイミ　ユウキ 小学3年生女子

静岡支部 越田　力輝 コシタ　リキ 小学4年生男子

静岡支部 鈴木  琳太郎 スズキ  リンタロウ 小学4年生男子

静岡支部 小長井　楓 コナガイ　カエデ 小学5年生女子

静岡支部 内山　晴貴 ウチヤマ　ハルキ 小学6年生男子

静岡支部 野澤　侑樹 ノザワ　ユキ 小学6年生女子

静岡支部 新見　陽仁 ニイミ　ハルヒト 中学生男子

静岡支部 村田 藍生 ムラタ アオイ 中学生女子

静岡支部 金原　千晴 キンパラ　チハル 女子35才以上

千葉南支部 坂井　虎一郎 サカイ　コイチロウ 小学2年生男子

千葉南支部 清水　知己 シミズ　ハルキ 小学2年生男子

千葉南支部 大杉　綾夏 オオスギ　アヤカ 小学3年生女子

千葉南支部 栗賀　優 クリガ　ユウ 小学4年生男子

千葉南支部 越川　絢心 コシカワ　アヤミ 小学4年生女子

千葉南支部 小山　瑛司 コヤマ　エイジ 小学5年生男子

千葉南支部 松島 朋輝 マツシマ トモキ 小学5年生男子

千葉南支部 鈴木　大夢 スズキ　ヒロム 小学6年生男子

千葉南支部 大野　真央 オオノ　マオ 小学6年生女子

千葉南支部 坂井　杏奈 サカイ　アンナ 小学6年生女子

千葉南支部 牟田　凰臥 ムタ　オウガ 中学生男子

千葉南支部 藍野 紫穏 アイノ シオン 高校生男子

千葉南支部 那須　翔太 ナス　ショウタ 男子19才以上35才未満

川崎東湘南支部 西原　瑞姫 ニシハラ　ミズキ 中学生女子

川崎東湘南支部 西原　利恵 ニシハラ　トシエ 女子35才以上

総本部道場 寺澤　樹 テラサワ　タツキ 小学2年生男子

総本部道場 黒木　音 クロキ　オト 小学3年生女子

総本部道場 両角　康ノ介 モロズミ　コウノスケ 小学4年生男子

総本部道場 小川　凰帝 オガワ　コオシ 中学生男子

総本部道場 福光　隼純 フクミツ　ハヤト 中学生男子

総本部道場 横田　大雅 ヨコタ　タイガ 中学生男子

総本部道場 溝口　利英 ミゾグチ　トシヒデ 男子35才以上

大阪なにわ城北道場 曽根　尚哉 ソネ　ナオヤ 小学4年生男子

大阪なにわ城北道場 前田　麗亜 マエダ　ウルア 小学4年生女子
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大阪神戸湾岸支部 片山　志 カタヤマ　ユキ 小学3年生男子

大阪神戸湾岸支部 芝　健太 シバ　ケンタ 小学5年生男子

大阪神戸湾岸支部 亀若　昇生 カメワカ　ショウキ 小学6年生男子

大阪神戸湾岸支部 田中　祐太 タナカ　ユウタ 中学生男子

大阪神戸湾岸支部 西井　斗吾 ニシイ　トウゴ 中学生男子

大阪神戸湾岸支部 田中　将太 タナカ　ショウタ 高校生男子

大阪神戸湾岸支部 妹尾　来望 セノオ　クルミ 高校生女子

大阪神戸湾岸支部 田中　健太 タナカ　ケンタ 男子19才以上35才未満

大阪神戸湾岸支部 岡部　洋輔 オカベ　ヨウスケ 男子35才以上

大阪西支部 小池　日悠 コイケ　ヒュウ 小学6年生男子

大阪西支部 谷猪　倖大 タニイ　コウダイ 小学6年生男子

大阪西支部 中岡　蓮 ナカオカ　レン 小学6年生男子

大阪東部支部 足立 煌月 アダチ コウガ 小学5年生男子

大阪東部支部 北井　健瑠 キタイ　タケル 中学生男子

大阪東部支部 中岡　虹空 ナカオカ　ニコ 中学生女子

大阪東部支部 知識 仁也 チシキ ジンヤ 男子19才以上35才未満

大阪北支部 紙屋　結良 カミヤ　ユラ 高校生女子

大田南支部 小林　陽汰 コバヤシ　ヒナタ 小学3年生男子

大分県央支部 岩﨑　律斗 イワサキ　リツト 小学5年生男子

大分県央支部 岡田　夢果 オカダ　ユメカ 小学5年生女子

大分県央支部 松原　花愛 マツバラ　ハナ 小学6年生女子

大分県央支部 岩﨑　羚斗 イワサキ　レイト 中学生男子

大分県央支部 松原　星愛 マツバラ　ソラ 高校生女子

大分県央支部 小石川　和彦 コイシカワ　カズヒコ 男子19才以上35才未満

長野支部 山口　達己 ヤマグチ　タツキ 小学1年生男子

長野支部 金井　ひより カナイ　ヒヨリ 小学1年生女子

長野支部 佐當　直紀 サトウ　ナオキ 中学生男子

長野支部 金原 熱典 カネハラ　アツノリ 男子35才以上

東京お茶の水支部 土屋 宙斗 ツチヤ ヒロト 小学2年生男子

東京お茶の水支部 川井田　陶司 カワイダ　トウジ 小学4年生男子

東京お茶の水支部 鳥越　大幹 トリゴエ　タイキ 小学4年生男子

東京お茶の水支部 三村　優花 ミムラ　ユウカ 小学4年生女子

東京お茶の水支部 馬場　大和 ババ　ヤマト 小学5年生男子

東京お茶の水支部 山﨑　大志 ヤマザキ　タイシ 男子35才以上

東京ベイ港支部 大澤　蒼大 オオサワ　ソウタ 幼年男子

東京ベイ港支部 山中　友結香 ヤマナカ　ユイカ 中学生女子

東京ベイ港支部 新巻　康彦 アラマキ　ヤスヒコ 男子35才以上

東京ベイ港支部 伊藤  允英 イトウ  ノブヒデ 男子35才以上

東京ベイ港支部 南田　英昭 ミナミダ　ヒデアキ 男子35才以上

東京ベイ港支部 谷口　亜翠佳 タニグチ　アスカ 女子35才以上

東京江戸川道場 小野里　颯祐 オノザト  ソウスケ 幼年男子

東京江戸川道場 牛尾　結 ウシオ　ユイ 幼年女子

東京江戸川道場 一色　陽平 イッシキ　ヨウヘイ 小学1年生男子

東京江戸川道場 西尾　駿 ニシオ　シュン 小学1年生男子
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東京江戸川道場 林　蓮士郎 ハヤシ　レンシロウ 小学2年生男子

東京江戸川道場 松永　佳来 マツナガ　カク 小学2年生男子

東京江戸川道場 宮司　和葵 ミヤジ　カズキ 小学2年生男子

東京江戸川道場 浅沼　心 アサヌマ　ココ 小学2年生女子

東京江戸川道場 浅沼　天 アサヌマ　テン 小学3年生男子

東京江戸川道場 牛尾　颯太 ウシオ　ソウタ 小学3年生男子

東京江戸川道場 小野里　俊佑 オノザト  シュンスケ 小学3年生男子

東京江戸川道場 田中　稜真 タナカ　リョウマ 小学3年生男子

東京江戸川道場 増田　晟士 マスダ　マサヒト 小学3年生男子

東京江戸川道場 石澤　寛九郎 イシザワ　カンクロウ 小学4年生男子

東京江戸川道場 一色　悠輔 イッシキ　ユウスケ 小学4年生男子

東京江戸川道場 大友　侃 オオトモ　カン 小学4年生男子

東京江戸川道場 林　遼一郎 ハヤシ　リョウイチロウ 小学4年生男子

東京江戸川道場 志村　佳 シムラ　ケイ 小学5年生男子

東京江戸川道場 宮本　修汰 ミヤモト　シュウタ 小学5年生男子

東京江戸川道場 吉野　楓助 ヨシノ　フウスケ 小学5年生男子

東京江戸川道場 布田　澄 フダ　ワタル 小学6年生男子

東京江戸川道場 志村　羚 シムラ　レイ 中学生男子

東京江戸川道場 出目　哲哉 デメ　テツヤ 中学生男子

東京江戸川道場 染谷　奏音 ソメヤ　カノン 中学生女子

東京江戸川道場 大友　伯 オオトモ　ハク 高校生男子

東京江戸川道場 小倉　一彦 オグラ　カズヒコ 男子35才以上

東京江戸川道場 出目　宏 デメ　ヒロシ 男子35才以上

東京佐伯道場 阿部　未央 アベ　ミオ 幼年女子

東京佐伯道場 上原　大知 ウエハラ　ダイチ 小学1年生男子

東京佐伯道場 内山　朔太郎 ウチヤマ　サクタロウ 小学1年生男子

東京佐伯道場 林　実慶 ハヤシ　サネチカ 小学1年生男子

東京佐伯道場 柳川　彰吾 ヤナガワ　ショウゴ 小学1年生男子

東京佐伯道場 田島　怜愛 タジマ　レイア 小学2年生女子

東京佐伯道場 内山　謙 ウチヤマ　ケン 小学3年生男子

東京佐伯道場 梅木　晴十郎 ウメキ　セイジュウロウ 小学3年生男子

東京佐伯道場 小松　誠汰郎 コマツ　セイタロウ 小学3年生男子

東京佐伯道場 近藤 誠之介 コンドウ　セイノスケ 小学3年生男子

東京佐伯道場 前田　遥斗 マエダ　ハルト 小学3年生男子

東京佐伯道場 川口　純 カワグチ　ジュン 小学3年生女子

東京佐伯道場 織田　雅楽 オダ　ウタ 小学4年生男子

東京佐伯道場 林　陽まり ハヤシ　ヒマリ 小学4年生女子

東京佐伯道場 宮本 順一郎 ミヤモト　ジュンイチロウ 男子35才以上

東京山手支部 佐藤　結穂 サトウ　ユウホ 小学4年生女子

東京山手支部 岩井　正太 イワイ　ショウタ 男子19才以上35才未満

東京山手支部 知識　和也 チシキ　カズヤ 男子19才以上35才未満

東京山手支部 内野　恵久 ウチノ　エク 男子35才以上

東京四谷道場 池田　慎哉 イケダ　シンヤ 男子35才以上

東京首都西支部 金田　大翔 カネダ　ヒロト 小学2年生男子
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東京城南川崎支部 村田　湊 ムラタ　ミナト 小学4年生男子

東京城南川崎支部 袖田　虎ノ助 ソデタ　トラノスケ 小学6年生男子

東京城南川崎支部 入来　智羅咲 イリキ　チラサ 女子19才以上35才未満

東京城南川崎支部 金田　芳朋 カネダ　ヨシトモ 男子35才以上

東京町田支部 高野　慈飛 タカノ　イツヒ 小学2年生男子

東京東支部 菅谷　悠汰 スガヤ　ユウタ 小学1年生男子

東京東支部 藤枝　果緒 フジエダ　カオ 小学2年生女子

東京東支部 土栄　友貴 ドエ　トモタカ 小学3年生男子

東京東支部 山田　柊紀生 ヤマダ　トキオ 小学3年生男子

東京東支部 田畑 颯己 タバタ サツキ 小学4年生男子

東京東支部 野澤　毅士 ノザワ　タケシ 小学4年生男子

東京東支部 藤枝　寛佑 フジエダ　カンスケ 小学4年生男子

東京東支部 川﨑　景都 カワサキ　ケイト 小学4年生女子

東京東支部 久保　みずき クボ　ミズキ 小学4年生女子

東京東支部 梶谷　悠太 カジタニ　ユウタ 小学6年生男子

東京東支部 大野  由弥瑛 オオノ ユミエ 中学生女子

東京東支部 奥村　杏俐 オクムラ　アンリ 高校生女子

東京東支部 倉知　雅彦 クラチ　マサヒコ 男子35才以上

東京東支部 藤枝　一也 フジエダ　カズヤ 男子35才以上

東京東支部 江口　江美 エグチ　エミ 女子35才以上

東京豊島支部 西田　優 ニシダ　ユウ 幼年女子

東京豊島支部 川﨑　隼輔 カワサキ　シュンスケ 小学1年生男子

東京豊島支部 中井川　煌太郎 ナカイガワ　コウタロウ 小学2年生男子

東京豊島支部 伊藤　花南 イトウ　ハナ 小学2年生女子

東京豊島支部 小林　葵 コバヤシ　アオイ 小学3年生男子

東京豊島支部 佐野　颯 サノ　ハヤテ 小学3年生男子

東京豊島支部 藤井　光希 フジイ　ミツキ 小学4年生男子

東京豊島支部 亀井　龍之介 カメイ　リュウノスケ 小学5年生男子

東京豊島支部 大門　優里 オオカド　ユリ 小学6年生女子

東京豊島支部 佐志田　ゆい サシダ　ユイ 小学6年生女子

東京豊島支部 下田　理那 シモダ　リナ 小学6年生女子

東京豊島支部 白濱航大 シラハマ　コウダイ 中学生男子

東京豊島支部 髙木　春都 タカキ　ハルト 中学生男子

東京豊島支部 星　芽里 ホシ　メイリ 中学生女子

東京豊島支部 佐藤　りさこ サトウ　リサコ 女子19才以上35才未満

東京豊島支部 佐野 英雄 サノ ヒデオ 男子35才以上

東京豊島支部 大門　由紀子 オオカド　ユキコ 女子35才以上

東京豊島支部 下田　紗代 シモダ　サヨ 女子35才以上

東京豊島支部 中野 祥子 ナカノ ショウコ 女子35才以上

東京豊島支部 安岡 由紀 ヤスオカ ユキ 女子35才以上

東京北西支部 新納　吾蓮 ニイロ　アレン 小学5年生男子

徳島西南支部 角野　美月 スミノ　ミツキ 小学4年生女子

徳島西南支部 佐藤　明主真 サトウ　アスマ 小学6年生男子

徳島西南支部 七條　雄太 シチジョウ　ユウタ 小学6年生男子
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徳島西南支部 黒川　芭奈 クロカワ　ハナ 小学6年生女子

徳島北東あわじ支部 溝口 隼大 ミゾグチ　ハヤタ 幼年男子

徳島北東あわじ支部 神先　渉羽 カミサキ　ショウ 小学2年生男子

徳島北東あわじ支部 深谷　海希 フカタニ　カイキ 小学3年生男子

徳島北東あわじ支部 溝口　颯真 ミゾグチ　ソウマ 小学5年生男子

徳島北東あわじ支部 神先　快莉 カミサキ　カイリ 小学6年生男子

徳島北東あわじ支部 神先　絢心 カミサキ　ケンシン 中学生男子

栃木支部 鈴木　蒼太 スズキ　ソウタ 幼年男子

栃木支部 南　彩里 ミナミ　ヒカリ 幼年女子

栃木支部 益子　珠季 マシコ　タマキ 小学1年生女子

栃木支部 鈴木　結翔 スズキ　ユイト 小学2年生男子

栃木支部 瀬在　健介 セザイ　ケンスケ 小学3年生男子

栃木支部 南　歩里 ミナミ　アユリ 小学3年生女子

栃木支部 富永  澪 トミナガ  レイ 小学4年生男子

栃木支部 井料　来海 イリョウ　クルミ 小学4年生女子

栃木支部 寺口　陽彩 テラグチ　ヒイロ 小学4年生女子

栃木支部 山口　樹 ヤマグチ　イツキ 小学5年生男子

栃木支部 金子　苺花 カネコ　モハナ 小学5年生女子

栃木支部 五月女   葵信 ソウトメ   キシン 小学6年生男子

栃木支部 富永  莉央 トミナガ  リオ 小学6年生女子

栃木支部 寺口　晃聖 テラグチ　コウセイ 中学生男子

栃木支部 益子　将孝 マシコ　マサタカ 中学生男子

栃木支部 田島    花純 タジマ    カスミ 中学生女子

栃木支部 山口　結 ヤマグチ　ユイ 中学生女子

栃木支部 髙橋　盛 タカハシ　サカリ 男子35才以上

富山道場 大山　裕城 オオヤマ　ヒロキ 男子19才以上35才未満

福岡支部 佐藤　珀 サトウ　ハク 幼年男子

福岡支部 仲田　昂玄 ナカダ　コウゲン 幼年男子

福岡支部 伊藤　正一郎 イトウ　ショウイチロウ 小学1年生男子

福岡支部 岡本　惟吹 オカモト　イブキ 小学1年生男子

福岡支部 村上　龍樹 ムラカミ　リュウキ 小学1年生男子

福岡支部 福田　叶愛 フクダ　ルア 小学1年生女子

福岡支部 有馬　禅 アリマ　ゼン 小学2年生男子

福岡支部 熊本　晟成 クマモト　アキナリ 小学2年生男子

福岡支部 田中　偉知斗 タナカ　イチト 小学2年生男子

福岡支部 徳永 風飛 トクナガ フウト 小学2年生男子

福岡支部 山本　楓真 ヤマモト　フウマ 小学2年生男子

福岡支部 片山　日瑚 カタヤマ　ニコ 小学2年生女子

福岡支部 江永  仁 エナガ  ジン 小学3年生男子

福岡支部 神園　秀虎 カミゾノ　ヒデトラ 小学3年生男子

福岡支部 小林　樹生 コバヤシ　イツキ 小学3年生男子

福岡支部 戸田　琳麻 トダ　リンマ 小学3年生男子

福岡支部 山口   虎珀 ヤマグチ   コハク 小学3年生男子

福岡支部 青木 玖龍 アオキ クリュウ 小学4年生男子
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福岡支部 佐藤　朔 サトウ　サク 小学4年生男子

福岡支部 宮田　龍成 ミヤタ　リュウセイ 小学4年生男子

福岡支部 吉原  叶環 ヨシハラ  トウワ 小学4年生男子

福岡支部 児玉　好志郎 コダマ　コウシロウ 小学5年生男子

福岡支部 吉田　勝大 ヨシダ　ショウタ 小学5年生男子

福岡支部 吉原  湧翔 ヨシハラ  ワクト 小学5年生男子

福岡支部 川中　杏莉良 カワナカ　アイラ 小学5年生女子

福岡支部 木原　悠寿 キハラ　ユジュ 小学6年生男子

福岡支部 中崎　偉月 ナカザキ　イツキ 小学6年生男子

福岡支部 馬場　大河 ババ　タイガ 小学6年生男子

福岡支部 宮田　翔矢 ミヤタ　ショウヤ 小学6年生男子

福岡支部 山根　晴 ヤマネ　ハル 小学6年生男子

福岡支部 吉田 暖人 ヨシダ ハルト 小学6年生男子

福岡支部 上田　彩乃 ウエダ　アヤノ 小学6年生女子

福岡支部 河村　心太 カワムラ　シンタ 中学生男子

福岡支部 廣瀬　悠真 ヒロセ　ユウマ 中学生男子

福岡支部 渡部　一虎 ワタナベ　カズトラ 中学生男子

福岡支部 河村　奈々 カワムラ　ナナ 中学生女子

福岡支部 篠原　智美 シノハラ　サトミ 中学生女子

兵庫中央支部 岸本　瑛太 キシモト　エイタ 小学2年生男子

兵庫中央支部 安﨑　日彩 アンザキ　ヒイロ 小学2年生女子

兵庫中央支部 川端皇成 カワバタコウセイ 小学3年生男子

兵庫中央支部 澤木　航太 サワキ　コウタ 小学5年生男子

兵庫中央支部 高山 東弥 タカヤマ トウヤ 小学5年生男子

兵庫中央支部 三浦　絃正 ミウラ　ゲンセイ 小学5年生男子

兵庫中央支部 川端　莉緒 カワバタ　リオ 小学5年生女子

兵庫中央支部 梅本　龍希 ウメモト　リュウキ 小学6年生男子

兵庫中央支部 甲斐田 虎我 カイダ コウガ 小学6年生男子

兵庫中央支部 岸本　莉子 キシモト　リコ 小学6年生女子

兵庫中央支部 山田　このみ ヤマダ　コノミ 小学6年生女子

兵庫中央支部 敦見　尚真 アツミ　ショウマ 中学生男子

兵庫中央支部 小林　大悟 コバヤシ ダイゴ 中学生男子

兵庫中央支部 中田　来瑠心 ナカダ　クルミ 中学生女子

兵庫中央支部 髙嶋 紗莉 タカシマ サリ 女子19才以上35才未満

北海道札幌支部 初貝 仁瑠 ハツガイ サトル 高校生男子

北海道支部外舘道場 山崎　昊大 ヤマザキ　コウダイ 小学6年生男子

北海道支部外舘道場 神保　誠 ジンボ　マコト 中学生男子

北海道支部外舘道場 瀧本　龍ノ介 タキモト　リュウノスケ 中学生男子

北海道支部外舘道場 菅原　正志 スガワラ　マサシ 男子35才以上

北海道支部外舘道場 瀧本　惠介 タキモト　ケイスケ 男子35才以上

練馬支部 鈴木　羅琥斗 スズキ　ラクト 高校生男子

練馬支部 上本　康太 ウエモト　コウタ 男子19才以上35才未満

和歌山支部 〆木　秀太 シメキ　シュウタ 幼年男子

和歌山支部 松﨑　大和 マツザキ　ヤマト 小学3年生男子
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和歌山支部 榎本　慶岳 エノモト　ヨシタカ 小学5年生男子

和歌山支部 橋本　望 ハシモト　ノゾミ 小学5年生男子

和歌山支部 松下　依奈 マツシタ　エナ 小学5年生女子

和歌山支部 繁田　幸英 シゲタ　コウエイ 中学生男子

和歌山支部 角野　将太 スミノ　ソウタ 高校生男子

和歌山支部 中内　功大 ナカウチ　コウタ 高校生男子
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