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1 中村　圭吾 なかむら　けいご 1 北海道 成空会川沿 成空会 岡田　泰彰

2 田中　玲冴 たなか　れいご 5 北海道 成空会川沿 成空会 岡田　泰彰

3 木下　瑛登 きのした　えいと 2 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

4 山津　蓮太郎 やまつ　れんたろう 2 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

5 境　謙心 さかい　けんしん 3 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

6 能登　息吹 のと　いぶき 4 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

7 山津　朔太郎 やまつ　さくたろう 6 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

8 富樫　大太 とみがし　だいた 7 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

9 能登　陽向 のと　ひなた 8 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

10 藤本　捷汰 ふじもと　はやた 8 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

11 土岐　穂佳 とき　ほのか 10 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

12 寺田　凛 てらだ　りん 14 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

13 富樫　凛 とみがし　りん 14 北海道 寺田道場 寺田道場 寺田　徹也

14 鵜木　悠 うのき　はる 2 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

15 山本　隼太朗 やまもと　しゅうたろう 2 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

16 沢里　暖太 さわさと　ひなた 4 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

17 渋木　陽向 しぶき　ひなた 4 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

18 成田　京平 なりた　きょうへい 4 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

19 山本　航太朗 やまもと　こうたろう 4 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

20 渋木　愁介 しぶき　しゅうすけ 5 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

21 成田　実句 なりた　みく 10 北海道 北海道木村道場 木村道場 木村　匠

22 円馬　睦仁 えんま　りくと 7 北海道 北海道北星館 北星館 松谷　正人

23 長沼　凌央 ながぬま　りお 6 北海道 明空義塾 明空義塾 南保　生明

24 竹田　亜蓮 たけだ　あれん 8 北海道 明空義塾 明空義塾 南保　生明

25 長沼　冬和 ながぬま　とわ 9 北海道 明空義塾 明空義塾 南保　生明

26 阿部　恭大 あべ　きょうた 4 宮城 明櫻館 明櫻館 阿部　貴幸

27 櫻井　一咲 さくらい　いっさ 7 宮城 明櫻館 明櫻館 阿部　貴幸

28 佐々木　悠 ささき　はる 9 宮城 明櫻館 明櫻館 阿部　貴幸

29 島貫　倫太朗 しまぬき　りんたろう 9 宮城 明櫻館 明櫻館 阿部　貴幸

30 伊藤　美樹 いとう　みき 15 宮城 明櫻館 明櫻館 阿部　貴幸

31 佐々氏　凛 ささき　りん 16 宮城 明櫻館 明櫻館 阿部　貴幸

32 佐々木　晃紀 ささき　こうき 6 宮城 和道会名取 和道名取 佐々木　千代隆

33 佐々木　悠夏 ささき　ゆか 13 宮城 和道会名取 和道名取 佐々木　千代隆

34 長沼　來 ながぬま　らい 2 茨城 剛和会 剛和会 色川　智

35 岡元　杏樺 おかもと　きょうか 11 茨城 剛和会 剛和会 色川　智

36 今野　咲希 こんの　さき 15 茨城 剛和会 剛和会 色川　智

37 清山　ののか せいやま　ののか 15 茨城 剛和会 剛和会 色川　智

38 菅宮　清志郎 すがみや　きよしろう 3 茨城 泊親会秀神館 秀神館 植木　秀二

39 工藤　琉生 くどう　るう 4 茨城 泊親会秀神館 秀神館 植木　秀二

40 菅宮　心乃助 すがみや　しんのすけ 4 茨城 泊親会秀神館 秀神館 植木　秀二

41 津賀　千宗 つが　せんしゅう 4 茨城 泊親会秀神館 秀神館 植木　秀二

42 工藤　怜生 くどう　れお 5 茨城 泊親会秀神館 秀神館 植木　秀二

43 坂本　龍弥 さかもと　りゅうや 8 茨城 泊親会秀神館 秀神館 植木　秀二

44 津賀　千穂 つが　ちほ 15 茨城 泊親会秀神館 秀神館 植木　秀二

45 阿久津　慶亮 あくつ　けいすけ 1 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

46 木村　理葵 きむら　りき 1 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

47 高橋　陽人 たかはし　あきと 1 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

48 田野　莉飛斗 たの　りひと 1 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

49 新井　遥真 あらい　はるま 2 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

50 中里　龍雅 なかざと　りゅうが 3 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

51 沼田　将真 ぬまた　しょうま 3 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

52 木下　竜右 きのした　りゅうすけ 4 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

53 高瀬　智久 たかせ　ともひさ 4 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

54 高橋　大雅 たかはし　たいが 5 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

55 田野　紗把斗 たの　さはと 5 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

56 坪内　瑞季 つぼうち　みずき 5 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

57 坪内　柚月 うぼうち　ゆづき 6 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

58 高橋　柊也 たかはし　とうや 6 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

59 田名網　真翔 たなあみ　まなと 6 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

60 川田　充希 かわだ　みつき 7 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

61 倉本　莉玖 くらもと　りく 7 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

62 根岸　尊 ねぎし　たける 7 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正
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63 原田　侑斗 はらだ　ゆうと 7 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

64 初山　龍大 はつやま　りゅうだい 9 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

65 川上　恋和 かわかみ　れんな 12 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

66 木村　連那 きむら　れんな 12 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

67 猪熊　愛心 いのくま　あみ 13 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

68 川田　紗蘭 かわだ　さら 14 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

69 阿久津　優愛 あくつ　ゆあ 16 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

70 川上　心那 かわかみ　ここな 16 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

71 柳澤　希南 やなぎさわ　きなみ 16 栃木 全日本空手道正友会 正友会 高橋　一正

72 柴田　葵 しばた　あおい 1 栃木 十色会 十色会 大橋　大門

73 市村　隆晟 いちむら　りゅうせい 2 栃木 十色会 十色会 大橋　大門

74 鶴岡　寛大 つるおか　かんた 2 栃木 十色会 十色会 大橋　大門

75 関　悠斗 せき　ゆうと 5 群馬 空手道清永会 清永会 大川　浩

76 田村　歩 たむら　あゆむ 6 群馬 空手道清永会 清永会 大川　浩

77 加藤　柚依奈 かとう　ゆいな 13 群馬 空手道清永会 清永会 大川　浩

78 田村　心 たむら　こころ 13 群馬 空手道清永会 清永会 大川　浩

79 杉山　陽香 すぎやま　はるか 15 群馬 空手道清永会 清永会 大川　浩

80 関　真央 せき　まお 16 群馬 空手道清永会 清永会 大川　浩

81 髙橋　武咲心 たかはし　むさし 3 群馬 玄武館館林 玄武館館林 渡辺　靖紀

82 林　星夢 はやし　はいど 3 群馬 玄武館館林 玄武館館林 渡辺　靖紀

83 林　月空翔 はやし　がくと 4 群馬 玄武館館林 玄武館館林 渡辺　靖紀

84 臼井　祐太 うすい　ゆうた 1 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

85 河野　大輔 かわの　だいすけ 3 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

86 須田　樹 すだ　たつき 3 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

87 比留川　翔 ひるかわ　しょう 4 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

88 牧　英杜 まき　えいと 4 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

89 松沼　音汰 まつぬま　おとた 4 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

90 金井　侑晟 かない　ゆうせい 8 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

91 徳井　渉介 とくい　しょうすけ 8 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

92 金井　結愛 かない　ゆりあ 10 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

93 牧　笑花 まき　えみか 10 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

94 臼井　結芽菜 うすい　ゆめな 12 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

95 徳井　彩姫 とくい　あやめ 15 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

96 比留川　結 ひるかわ　ゆい 15 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

97 泰永　芽依 やすなが　めい 15 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

98 竹内　陽香 たけうち　はるか 17 群馬 高崎西空手道教室 高崎西 吉本　隆

99 大木　涼介 おおき　りょうすけ 1 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

100 飯田　快都 いいだ　かいと 2 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

101 野上　大雅 のがみ　たいが 3 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

102 天間　優人 てんま　ゆうと 4 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

103 駒木　亜佐人 こまき　あさと 5 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

104 栃金　瑛音 とちがね　えいと 5 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

105 栃金　勇凪 とちがね　いさな 8 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

106 栃金　梨花 とちがね　りんか 12 埼玉 松濤館流空手道仁悠会 仁悠会 宮澤　邦雄

107 平野　福徳 ひらの　ふくのり 6 埼玉 濤真会川本連 川本連 高橋　博之

108 平野　幸徳 ひらの　ゆきのり 6 埼玉 濤真会川本連 川本連 高橋　博之

109 清水　朱莉 しみず　あかり 15 埼玉 濤真会川本連 川本連 高橋　博之

110 雨宮　百伽 あめみや　ももか 16 埼玉 濤真会川本連 川本連 高橋　博之

111 市之宮　奨英 いちのみや　しょうえい 6 埼玉 日本空手道誠武館志木支部 誠武館 高田　叔正

112 冨塚　大輝 とみづか　だいき 4 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

113 神馬　朱桜 じんま　すざく 10 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

114 神馬　李桜 じんま　いお 12 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

115 酒井　環 さかい　たまき 13 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

116 酒井　渚 さかい　なぎさ 13 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

117 岩佐　夏帆美 いわさ　かほみ 14 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

118 宇野　友徠 うの　ゆうき 15 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

119 平尾　玲衣 ひらお　れい 15 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

120 冨塚　千鶴 とみづか　ちづる 16 千葉 一宮空手道教室 一宮 神馬　友和

121 相川　直哉 あいかわ　なおや 2 千葉 空手道勝山会 勝山会 池田　勝

122 佐藤　巧明 さとう　こうめい 2 千葉 空手道勝山会 勝山会 池田　勝

123 真田　暁斗 さなだ　あきと 3 千葉 空手道勝山会 勝山会 池田　勝

124 相川　央佑 あいかわ　おうすけ 4 千葉 空手道勝山会 勝山会 池田　勝
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125 真田　晴斗 さなだ　はると 4 千葉 空手道勝山会 勝山会 池田　勝

126 村田　海花 むらた　みはな 14 千葉 空手道勝山会 勝山会 池田　勝

127 清水　音芭 しみず　おとは 15 千葉 空手道勝山会 勝山会 池田　勝

128 太田代　心翔 おおたしろ　るいと 3 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

129 石毛　遥大 いしげ　はると 5 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

130 髙山　隼之介 たかやま　しゅんのすけ 5 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

131 成田　大造 なりた　たいぞう 6 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

132 原　拓実 はら　たくみ 7 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

133 青水　宣優希 あおみ　のぶゆき 8 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

134 市之瀬　香代 いちのせ　かよ 10 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

135 名和　愛莉 なわ　あいり 11 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

136 市之瀬　陽月 いちのせ　ひづき 14 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

137 中川　希愛 なかがわ　のあ 14 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

138 藤﨑　みなみ ふじさき　みなみ 17 千葉 功道館 功道館 菅谷　忠雄

139 岡田　颯 おかだ　さや 18 千葉 清武会 清武会 岡田　武

140 並木　碧 なみき　あおい 15 千葉 千葉桜空塾 桜空塾 今関　安之丞

141 三浦　侑都 みうら　いくと 5 千葉 千葉拳空会 拳空会 鈴木　大介

142 鈴木　隆太郎 すずき  りゅうたろう 7 千葉 千葉拳空会 拳空会 鈴木　大介

143 永野  豪己 ながの  ごうき 8 千葉 千葉拳空会 拳空会 鈴木　大介

144 三浦  圭人 みうら　けいと 8 千葉 千葉拳空会 拳空会 鈴木　大介

145 永野　美優 ながの みゆ 15 千葉 千葉拳空会 拳空会 鈴木　大介

146 本多　晃將 ほんだ　こうしょう 1 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

147 溝口　雄斗 みぞくち　ゆうと 2 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

148 本多　兼晨 ほんだ　けんしん 3 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

149 森田　顕仁 もりた　あきと 4 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

150 市村　成 いちむら　なる 5 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

151 小杉　市之助 こすぎ　いちのすけ 5 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

152 井坂　奎介 いさか　けいすけ 6 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

153 庄司　光隆 しょうじ　みつたか 6 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

154 鈴木　望来 すずき　みく 11 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

155 倉持　瑠璃 くらもち　るり 15 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

156 鈴木　蒼来 すずき　そら 15 千葉 千葉拳成会 千葉拳成会 張ヶ谷　昇

157 池田　諒真 いけだ　りょうま 2 千葉 日本空手道濤空会 濤空会 鈴木　仁

158 大石　和斗 おおいし　やまと 3 千葉 日本空手道濤空会 濤空会 鈴木　仁

159 戸井田　真吾 といだ　しんご 4 千葉 日本空手道濤空会 濤空会 鈴木　仁

160 池田　颯真 いけだ　そうま 6 千葉 日本空手道濤空会 濤空会 鈴木　仁

161 舟波　奏翔 ふななみ　かなと 6 千葉 日本空手道濤空会 濤空会 鈴木　仁

162 舟波　春翔 ふななみ　はると 8 千葉 日本空手道濤空会 濤空会 鈴木　仁

163 髙橋　希海 たかはし　のぞみ 16 千葉 日本空手道濤空会 濤空会 鈴木　仁

164 菱沼　陽太朗 ひしぬま　はるたろう 4 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

165 涌井　駿 わくい　しゅん 4 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

166 淺沼　快理 あさぬま　かいり 5 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

167 鶴岡　柚樹 つるおか　ゆずき 6 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

168 藤田　琥珀 ふじた　こはく 6 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

169 林　美伶奈 はやし　みれな 14 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

170 澤木　想月 さわき　そな 16 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

171 黒澤　美柚 くろさわ　みゆ 17 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

172 齊藤　光咲 さいとう　ありさ 17 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

173 満重　玲奈 みつしげ　れな 17 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

174 澤木　愛月 さわき　まな 18 千葉 日本空手道明桜塾 明桜塾 北村　章子

175 大野　琥珀 おおの　こはく 5 千葉 有心会 有心会 早田　鉄郎

176 小関　呂偉 おぜき　ろい 8 千葉 有心会 有心会 早田　鉄郎

177 原　一斗 はら　いっと 9 千葉 有心会 有心会 早田　鉄郎

178 田邉　礼 たなべ　れい 5 東京 沖縄空手道拳法会同志会 同志会 奥田　義彦

179 小野　陽叶 おの　ひろと 2 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

180 芹川　綸都 せりかわ　りんと 2 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

181 野島　暖生 のじま　はるき 2 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

182 冨永　歩夢 とみなが　あゆむ 5 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

183 小野　拓海 おの　たくみ 6 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

184 金山　騎士 かなやま　ないと 6 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

185 小森　翼 こもり　つばさ 6 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

186 山岸　京介 やまぎし　きょうすけ 6 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜
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187 櫻井　愛留 さくらい　ある 12 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

188 平井　碧夏 ひらい　みなつ 12 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

189 小森　奏 こもり　かなで 13 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

190 大木　琉妃 おおき　るい 15 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

191 土屋　るな つちや　るな 15 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

192 土屋　りりぃ つちや　りりい 17 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

193 小林　紗奈 こばやし　さな 18 東京 剛柔流空手道錬心会 錬心会 金山　竜

194 小泉　裕海 こいずみ　ゆう 8 東京 剛柔流拳心会 拳心会 山蔭　泰司

195 宮良　琉華 みやら　るか 15 東京 剛柔流拳心会 拳心会 山蔭　泰司

196 小輕米　奏多 こがるまい　そうた 3 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

197 谷口　煌志朗 たにぐち　こうしろう 3 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

198 岩澤　有真 いわさわ　ゆうま 4 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

199 田島　沙空 たじま　さく 4 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

200 藤村　幸ノ介 ふじむら　こうのすけ 4 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

201 沼田　悠佑 ぬまた　ゆうすけ 5 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

202 小輕米　優空 こがるまい　そら 6 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

203 岩澤　匠記 いわさわ　なるき 7 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

204 貝石　晴大 かいせき　はると 7 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

205 谷口　空煌 たにぐち　そら 16 東京 煌心会空手道場 煌心会 谷口　丈治

206 横山　醇 よこやま　じゅん 6 東京 国立会 国立会 横山　清典

207 石蔵　美空 いしくら　みそら 11 東京 個人 個人 -

208 松井　惺太 まつい　せいた 2 東京 鷺宮剛柔館 鷺宮剛柔館 齋藤　彰宏

209 伊藤　友 いとう　ゆう 3 東京 鷺宮剛柔館 鷺宮剛柔館 齋藤　彰宏

210 安里　心 あさと　こころ 14 東京 鷺宮剛柔館 鷺宮剛柔館 齋藤　彰宏

211 尼野　晴琉 あまの　はる 1 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

212 岩崎　翔 いわさき　しょう 1 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

213 金子　陸玖 かねこ　りく 2 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

214 蟹江　陽斗 かにえ　はると 3 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

215 金子　福 かねこ　ふく 3 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

216 神田　結丞 かんだ　ゆいすけ 3 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

217 山岡　俊斗 やまおか　しゅんと 3 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

218 横山　和樹 よこやま　かずき 3 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

219 莪山　蒼翔 がやま　あおと 5 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

220 蟹江　佑樹 かにえ　ゆうき 6 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

221 莪山　大智 がやま　だいち 7 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

222 牧　オウェン まき　おうぇん 8 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

223 金子　希彩 かねこ　のあ 15 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

224 金子　るるな かねこ　るるな 17 東京 尚心派糸東拳心会 拳心会 横瀬　幸男

225 今枝　遼太郎 いまえだ　りょうたろう 1 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
226 田島　正宗 たじま　まさむね 1 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
227 吉倉　慶祐 よしくら　けいすけ 1 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
228 米山　賢聡 よねやま　けんと 1 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
229 フライク　玲央 ふらいく　れお 2 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
230 内田　和希 うちだ　かずき 3 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
231 卜部　梁太 うらべ　りょうた 3 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
232 辻見　類 つじみ　るい 3 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
233 吉倉　遙希 よしくら　はるき 3 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
234 宮島　伊智 みやじま　いち 4 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
235 矢野　真悠 やの　まさはる 5 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
236 廣瀬　一花 ひろせ　いちか 13 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
237 宮島　珠梨 みやじま　じゅり 15 東京 禅空館 禅空館 小林　香穂里
238 秋山　達哉 あきやま　たつや 9 東京 ちゃんぷ空手俱楽部 ちゃんぷ 井出　昌寛

239 三觜　京輝 みつはし　あつき 4 東京 日本空手協会野老桃陽支部 桃陽会 安藤　陽子

240 三觜　琉亜 みつはし　りゅうあ 6 東京 日本空手協会野老桃陽支部 桃陽会 安藤　陽子

241 三觜　毅生 みつはし　きりゅう 8 東京 日本空手協会野老桃陽支部 桃陽会 安藤　陽子

242 横濵　来幸 よこはま　こゆき 18 東京 日本空手協会野老桃陽支部 桃陽会 安藤　陽子

243 金子　宙夢 かねこ　ひろむ 8 東京 日本空手道道場会誠武会 誠武会

244 福田　叶真 ふくだ　とうま 2 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

245 萩原　碧 はぎわら　あおい 3 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

246 萩原　伊吹 はぎわら　いぶき 4 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

247 村田　誠 むらた　まこと 5 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

248 五十嵐　常太郎 いがらし　じょうたろう 6 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務
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249 籠嶋　大聖 かごしま　たいせい 6 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

250 山下　生武 やました　いくむ 6 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

251 岡部　透空 おかべ　ゆきたか 8 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

252 五十嵐　麻央里 いがらし　まおり 10 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

253 椎木　華海 しいのき　はなみ 10 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

254 小室　舞琴 こむろ　まこと 12 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

255 長瀬　心奏 ながせ　ここな 15 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

256 浜名　里奈 はまな　りな 15 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

257 小室　琴葉 こむろ　ことは 18 東京 泊親会一の谷道場 一の谷 高橋　務

258 徳永　裕利 とくなが　ゆうり 2 東京 文濤会 文濤会 宮里　洋之

259 水上　悠希 みずかみ　ゆうき 2 東京 文濤会 文濤会 宮里　洋之

260 平塚　彩菜 ひらつか　あやな 11 東京 文濤会 文濤会 宮里　洋之

261 木村　栄都 きむら　えいと 1 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

262 五味田　出 ごみた　いづる 1 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

263 近藤　　歩 こんどう　あゆむ 1 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

264 志村　蓮音 しむら　れおん 1 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

265 鈴木　コナー すずき　こなー 1 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

266 石井　直虎 いしい　なおと 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

267 今川　翔大 いまがわ　しょうた 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

268 氏田　晴吉 うじた　はるきち 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

269 衛藤　元喜 えとう　げんき 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

270 岸本　大旺 きしもと　たいおう 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

271 鞍田　惇 くらた　じゅん 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

272 鶴見　丈 つるみ　じょう 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

273 中内　湊 なかうち　みなと 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

274 並河　佑 なみかわ　ゆう 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

275 増田　悠大 ますだ　ゆうだい 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

276 丸山　岳 まるやま　たける 2 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

277 大野　真輝 おおの　まさき 3 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

278 岡村　幸輝 おかむら　こうき 3 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

279 佐藤　陽生 さとう　はるき 3 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

280 星　　直輝 ほし　なおき 3 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

281 バゲル　エカンシ悠 ばげる　えかんしゆう 4 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

282 戸田　輝 とだ　ひかる 5 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

283 安藤　琢人 あんどう　たくと 7 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

284 森山　さより もりやま　さより 10 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

285 鞍田　さくら くらた　さくら 11 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

286 志村　愛怜奈 しむら　えれな 17 東京 目黒空手インターナショナル MKI 森　裕

287 眞上　怜依 まがみ　れい 8 東京 令武館空手道場 令武館 眞上　裕太

288 眞上　裕菜 まがみ　ゆな 13 東京 令武館空手道場 令武館 眞上　裕太

289 石田　慎二郎 いしだ　しんじろう 4 神奈川 加藤塾 加藤塾 加藤　善久

290 湯浅　花香 ゆあさ　はなか 12 神奈川 加藤塾 加藤塾 加藤　善久

291 石田　夏稀 いしだ　なつき 16 神奈川 加藤塾 加藤塾 加藤　善久

292 横坂　こころ よこさか　こころ 17 神奈川 加藤塾 加藤塾 加藤　善久

293 藤野　湧久 ふじの　わく 1 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

294 桝田　壮一郎 ますだ　そういちろう 1 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

295 河井　宗仁 かわい　むねひと 2 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

296 西村　太寿 にしむら　だいじゅ 2 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

297 細田　隆太 ほそだ　りゅうた 2 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

298 秋元　紘人 あきもと　ひろと 3 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

299 大石　蓮人 おおいし　れんと 3 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

300 渡邊　瑠偉 わたなべ　るい 3 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

301 安藤　司輝 あんどう　かずき 4 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

302 西村　迦秋 にしむら　かしゅう 4 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

303 藤野　翔和 ふじの　とわ 4 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

304 本田　麟太郎 ほんだ　りんたろう 4 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

305 秋元　勇人 あきもと　はやと 5 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

306 筬部　蒼司 おさべ　そうじ 5 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

307 西村　晃明 にしむら　こうめい 6 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

308 松本　桃花 まつもと　ももか 11 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

309 佐藤　玲奈 さとう　れいな 12 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

310 中俣　ななえ なかまた　ななえ 12 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也
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311 鈴木　咲子 すずき　にこ 13 神奈川 空手道和心会 和心会 鈴木　和也

312 山口　麗 やまぐち　うらら 18 神奈川 拳勝館六会支部 拳勝館 滝内　一夫

313 武藤　洋介 むとう　ようすけ 8 神奈川 幸武館中村道場 幸武館中村 矢部　達雄

314 武藤　夏未 むとう　なつみ 15 神奈川 幸武館中村道場 幸武館中村 矢部　達雄

315 川島　晟雅 かわしま　せいが 1 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

316 菊池　舜人 きくち　しゅんと 1 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

317 松下　凌大 まつした　りょうた 1 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

318 上田　拓澄 うえだ　たくと 2 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

319 小林　大芽 こばやし　たいが 2 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

320 福田　陸玖 ふくだ　りく 2 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

321 芳垣　隆大 よしがき　りゅうた 2 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

322 山口　大惺 やまぐち　たいせい 4 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

323 佐々木　克哉 ささき　かつや 5 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

324 水間　心哉 みずま　ここや 5 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

325 矢澤　優士 やざわ　ゆうと 5 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

326 波江野　掌 はえの　しょう 6 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

327 佐々木　壮哉 ささき　そうや 8 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

328 眞下　結翔 ましも　ゆいと 8 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

329 矢澤　心結 やざわ　みゆう 10 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

330 深町　美礼 ふかまち　みれい 12 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

331 福田　夏海 ふくだ　なつみ 13 神奈川 幸武館深町道場 幸武館深町 深町　重夫

332 小平　優介 こだいら　ゆうすけ 4 神奈川 国際空手塾 国際空手塾 永木　伸児

333 村口　ソフィナ むらぐち　そふぃな 14 神奈川 全日本空手道志空会 志空会 小林　志光

334 梅本　色葉 うめもと　いろは 17 神奈川 日本空手道渓崇館 渓崇館 大貫　直樹

335 千葉　朔太朗 ちば　さくたろう 4 神奈川 藤和会 藤和会 鈴木　義広

336 亀井　然生 かめい　ぜん 6 神奈川 葉山町空手道協会 葉山町空手 平泉　忠廣

337 小林　大蔵 こばやし　たいぞう 5 神奈川 夢源道場 夢源道場 伊藤　和航

338 林　大悟 はやし　だいご 6 神奈川 夢源道場 夢源道場 伊藤　和航

339 若槻　聡太 わかつき　そうた 6 神奈川 夢源道場 夢源道場 伊藤　和航

340 五十嵐　海隼 いがらし　かいと 3 富山 五十嵐道場 五十嵐道場 五十嵐　剛

341 石黒　恵大 いしぐろ　けいた 4 富山 五十嵐道場 五十嵐道場 五十嵐　剛

342 浅野　烈 あさの　れつ 6 富山 五十嵐道場 五十嵐道場 五十嵐　剛

343 石黒　雅也 いしぐろ　まさや 7 富山 五十嵐道場 五十嵐道場 五十嵐　剛

344 浅野　礼 あさの　らい 8 富山 五十嵐道場 五十嵐道場 五十嵐　剛

345 真田　希愛 さなだ　のあ 16 富山 五十嵐道場 五十嵐道場 五十嵐　剛

346 尾山　珀斗 おやま　はくと 8 富山 空手道場唯心会 唯心会 永井　秀宗

347 岸　翔琉 きし　かける 8 富山 空手道場唯心会 唯心会 永井　秀宗

348 木村　碧希 きむら　あおき 8 富山 空手道場唯心会 唯心会 永井　秀宗

349 高野　永吉 たかの　えいきち 8 富山 空手道場唯心会 唯心会 永井　秀宗

350 濵井　蒼都 はまい　そらと 5 富山 全日本空手道連盟剛柔会 剛信館 島　久雄

351 島　健太郎 しま　けんたろう 6 富山 全日本空手道連盟剛柔会 剛信館 島　久雄

352 寺西　孟虎 てらにし　たけとら 7 石川 名空会金沢 名空会金沢 宮前　秀樹

353 平山　岳蔵 ひらやま　たけぞう 5 山梨 櫻空山梨秋山 櫻空秋山 小俣　信也

354 小俣　陽太郎 おまた　ようたろう 8 山梨 櫻空山梨秋山 櫻空秋山 小俣　信也

355 原田　亜美 はらだ　つぐみ 13 山梨 櫻空山梨秋山 櫻空秋山 小俣　信也

356 小崎　乃愛 こざき　のあ 14 山梨 櫻空山梨秋山 櫻空秋山 小俣　信也

357 小俣　千晴 おまた　ちはる 15 山梨 櫻空山梨秋山 櫻空秋山 小俣　信也

358 原田　ひのわ はらだ　ひのわ 15 山梨 櫻空山梨秋山 櫻空秋山 小俣　信也

359 内川　陽路 うちかわ　ひろ 4 長野 安曇野松涛会 松涛会 安田　良親

360 武田　汰心 たけだ　たいしん 6 長野 安曇野松涛会 松涛会 安田　良親

361 内川　朝陽 うちかわ　あさひ 7 長野 安曇野松涛会 松涛会 安田　良親

362 須田　詩乃 すだ　うたの 15 長野 安曇野松涛会 松涛会 安田　良親

363 後藤　鷹介 ごとう　おうすけ 6 岐阜 陰陽会聖心館 聖心館 壺阪　大輔

364 小森　八一 こもり　やいち 7 岐阜 陰陽会聖心館 聖心館 壺阪　大輔

365 松田　麟太朗 まつだ　りんたろう 9 岐阜 陰陽会聖心館 聖心館 壺阪　大輔

366 余郷　歩 よごう　あゆむ 9 岐阜 陰陽会聖心館 聖心館 壺阪　大輔

367 後藤　花歩 ごとう　かほ 12 岐阜 陰陽会聖心館 聖心館 壺阪　大輔

368 余郷　花凛 よごう　かりん 12 岐阜 陰陽会聖心館 聖心館 壺阪　大輔

369 小栗　一心 おぐり　いっしん 7 岐阜 日本空手協会関支部 協会関 河村　憲

370 横山　遼冶 よこやま　りょうじ 7 岐阜 和道会本巣支部 本巣支部 杉山　実

371 川畑　大和 かわばた　やまと 5 静岡 湖西市スポーツ協会 湖西スポ協 榊原　昇

372 中村　奈琥 なかむら　だいご 8 静岡 静岡城東支部 城東支部 中川　雄介
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373 足立　侑唯斗 あだち　ゆいと 5 静岡 杉浦錬成塾 杉浦錬成塾 杉浦　大祐

374 池ケ谷　航大 いけがや　こうた 5 静岡 杉浦錬成塾 杉浦錬成塾 杉浦　大祐

375 中村　心 なかむら　しん 6 静岡 杉浦錬成塾 杉浦錬成塾 杉浦　大祐

376 名取　聖城 なとり　せいじょう 6 静岡 杉浦錬成塾向井道場 向井道場 向井　正隆

377 名取　殊里亜 なとり　じゅりあ 17 静岡 杉浦錬成塾向井道場 向井道場 向井　正隆

378 赤堀　漣 あかほり　れん 1 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

379 梅原　里輝 うめはら　りき 1 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

380 大村　琉翔 おおむら　りゅうと 2 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

381 川崎　琥暖 かわさき　こはる 2 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

382 西本　絆跡 にしもと　きせき 2 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

383 名波　壱颯 ななみ　いっさ 3 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

384 一言　龍希 ひとこと　たつき 3 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

385 森　統威 もり　とうい 4 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

386 榊原　龍雅 さかきばら　りゅうが 5 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

387 松原　遼太朗 まつばら　りょうたろう 5 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

388 望月　露美夫 もちづき　ろみお 6 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

389 山田　将大 やまだ　しょうた 6 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

390 梅原　壮汰 うめはら　そうた 7 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

391 佐々木　莉衣 ささき　れい 11 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

392 萩原　向日多 はぎわら　ひなた 11 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

393 細野　結由 ほその　ゆゆ 11 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

394 曽根　蓮 そね　れん 13 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

395 東原　彩花 ひがしはら　あやか 13 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

396 大村　優月 おおむら　ゆづき 14 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

397 名波　凛音 ななみ　りお 14 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

398 西本　希空 にしもと　のあ 15 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

399 濱田　侑衣 はまだ　ゆい 15 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

400 萩原　風佳 はぎわら　ふうか 16 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

401 粂田　美咲 くめた　みさき 17 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

402 櫻井　美那 さくらい　みな 18 静岡 正剛道場 正剛 鴨川　直人

403 佐藤　遥希 さとう　はるき 1 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

404 深沢　磨生 ふかざわ　まき 1 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

405 藤村　勇弦 ふじむら　ゆづる 2 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

406 赤松　瑚凰 あかまつ　こおう 3 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

407 桐竹　悠生 きりたけ　ゆうき 3 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

408 杉山　喜悠 すぎやま　きゆう 3 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

409 堀川　快成 ほりかわ　かいせい 3 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

410 市川　一汰 いちかわ　いった 4 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

411 岡村　碧大 おかむら　あおと 4 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

412 酒井　稜月 さかい　りょうが 4 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

413 岩村　浩也 いわむら　こうや 5 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

414 佐藤　雄登 さとう　ゆうと 5 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

415 清水　涼真 しみず　りょうま 5 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

416 野田　悠真 のだ　ゆうま 5 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

417 三藤　彪拳 みとう　ひゅうけん 5 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

418 赤松　獅琉 あかまつ　しりゅう 6 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

419 石井　暖人 いしい　はると 6 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

420 原品　琉海斗 はらしな　りゅうと 6 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

421 荻原　大和 おぎわら　やまと 7 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

422 河村　悠真 かわむら　ゆうま 7 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

423 池谷　修都 いけがや　しゅうと 8 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

424 後藤　琉斗 ごとう　りゅうと 8 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

425 清水　優真 しみず　ゆうま 8 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

426 鈴木　駿太 すずき　しゅんた 8 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

427 古俣　登也 ふるまた　とうや 8 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

428 青木　龍斗 あおき　りゅうと 9 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

429 岩本　昊青 いわもと　こうせい 9 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

430 岡村　海臣 おかむら　かいと 9 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

431 海沼　心晴 かいぬま　しんせい 9 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

432 柚木　智尋 ゆのき　ちひろ 9 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

433 市川　千夏 いちかわ　ちなつ 11 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

434 藤村　栞愛 ふじむら　かんな 11 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明
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435 原田　心花 はらだ　しんか 12 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

436 近藤　舞桜 こんどう　まお 13 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

437 杉山　唯愛 すぎやま　いちか 13 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

438 藤原　希海 ふじわら　のぞみ 14 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

439 海沼　芽音 かいぬま　めね 15 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

440 古俣　心 ふるまた　こころ 16 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

441 市澤　心羽 いちざわ　ここは 17 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

442 野田　百香 のだ　ももか 17 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

443 三藤　桃瑚 みとう　もこ 17 静岡 泊親会清水道場 泊親会清水 堀川　博明

444 竹中　啓人 たけなか　けいと 3 愛知 犬空会 犬空会 浦本　直記

445 竹中　悠人 たけなか　はると 5 愛知 犬空会 犬空会 浦本　直記

446 増田　雄心 ますだ　ゆうしん 6 愛知 犬空会 犬空会 浦本　直記

447 竹中　実乃利 たけなか　みのり 10 愛知 犬空会 犬空会 浦本　直記

448 伊藤　玲愛 いとう　れいあ 12 愛知 犬空会 犬空会 浦本　直記

449 伊藤　詩音 いとう　しおん 14 愛知 犬空会 犬空会 浦本　直記

450 真子　陽遥 まなこ　ひなた 16 愛知 犬空会 犬空会 浦本　直記

451 門　輝星 かど　ひかる 2 京都 隆明館精華町子ども空手教室 隆明館 小久保　卓哉

452 石本　虹翔 いしもと　にと 6 京都 隆明館精華町子ども空手教室 隆明館 小久保　卓哉

453 門　愛月 かど　あいる 14 京都 隆明館精華町子ども空手教室 隆明館 小久保　卓哉

454 中野　廉斗 なかの　れんと 3 大阪 拳忍会船橋道場 拳忍会船橋 船橋　正行

455 海道　颯太 かいどう　そうた 5 大阪 拳忍会船橋道場 拳忍会船橋 船橋　正行

456 中野　琉斗 なかの　りゅうと 5 大阪 拳忍会船橋道場 拳忍会船橋 船橋　正行

457 清髙　海里 きよたか　かいり 6 大阪 拳忍会船橋道場 拳忍会船橋 船橋　正行

458 崎中　舜矢 さきなか　しゅんや 7 大阪 拳忍会船橋道場 拳忍会船橋 船橋　正行

459 稲井　逞人 いない　たくと 1 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

460 三宅　陽 みやけ　よう 1 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

461 三宅　晴 みやけ　はる 2 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

462 岩本　鳳 いわもと　おうが 5 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

463 三宅　快 みやけ　かい 5 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

464 稲井　かんな いない　かんな 12 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

465 幡　美織 はた　みおり 12 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

466 稲井　ほまる いない　ほまる 14 大阪 巧志会極龍館 極龍館 岩本　龍

467 関口　遼 せきぐち　はる 2 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

468 藤野　晴澄 ふじの　はると 2 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

469 斉藤　将吾 さいとう　しょうご 3 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

470 神野　洋志 かんの　ようじ 4 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

471 斉藤　鉄将 さいとう　てっしょう 4 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

472 関口　蓮 せきぐち　れん 4 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

473 藤野　穂澄 ふじの　ほずみ 4 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

474 赤尾　春哉 あかお　はるき 5 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

475 美木　青 みき　じょう 5 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

476 尾崎　正輝 おざき　まさき 6 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

477 松本　尚大 まつもと　しょうた 6 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

478 佐光　愛晴 さこう　まはろ 11 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

479 佐光　愛羽 さこう　あろは 13 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

480 西村　花笑 にしむら　かえ 13 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

481 森本　千貴 もりもと　ゆき 15 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

482 西村　花歩 にしむら　かほ 16 大阪 千政館空手道場 千政館 木村　政勝

483 相馬　蓮 そうま　れん 6 兵庫 日本空手道明空会 明空会 福岡　桃子

484 丑田　一翔 うしだ　かずと 1 兵庫 飛翔舘 飛翔舘 溝口　慎一

485 丑田　紗咲 うしだ　さき 12 兵庫 飛翔舘 飛翔舘 溝口　慎一

486 辻　瑛太 つじ　えいた 5 岡山 桐山塾 桐山塾 桐山　岳人

487 辻　唯花 つじ　ゆいか 15 岡山 桐山塾 桐山塾 桐山　岳人

488 村田　蒼磨 むらた　そうま 6 山口 松涛連盟忍門館 忍門館 水野　健一

489 村田　優磨 むらた　ゆうま 8 山口 松涛連盟忍門館 忍門館 水野　健一

490 山﨑　源平 やまさき　げんぺい 1 香川 谷派糸東流佐藤道場 佐藤道場 佐藤　安良

491 山﨑　海堂 やまさき　かいどう 6 香川 谷派糸東流佐藤道場 佐藤道場 佐藤　安良

492 東條　泰介 とうじょう　たいすけ 1 福岡 大藪道場 大藪道場 佐藤　健

493 坂本　令旺真 さかもと　れおま 3 福岡 大藪道場 大藪道場 佐藤　健

494 坂本　暖真 さかもと　はるま 4 福岡 大藪道場 大藪道場 佐藤　健

495 佐藤　壱 さとう　いち 5 福岡 大藪道場 大藪道場 佐藤　健

496 坂本　想真 さかもと　そうま 7 福岡 大藪道場 大藪道場 佐藤　健



№ 出場者名 ふりがな
出場
部門

所属
都道府県

所属
道場名

道場略称名
（5字以内）

所属
道場長名

497 佐藤　小春 さとう　こはる 17 福岡 大藪道場 大藪道場 佐藤　健

498 山崎　琉恩 やまさき　りおん 3 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

499 木下　翔斗 きのした　はると 4 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

500 溝口　結太 みぞぐち　ゆうた 4 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

501 中村　昊喜 なかむら　こうき 5 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

502 牧山　拓未 まきやま　たくみ 5 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

503 中村　達人 なかむら　たつと 8 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

504 木下　鈴 きのした　すず 11 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

505 今林　梨々愛 いまばやし　りりあ 14 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

506 山崎　架音 やまさき　かのん 16 福岡 常志館 常志館 森　敏浩

507 渡邉　聖人 わたなべ　まさと 5 福岡 少林寺流帝真會 帝真會 待鳥　栄二

508 東房　新 とうぼう　あらた 2 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

509 久島　舜晟 ひさじま　しゅんせい 2 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

510 東房　陽向 とうぼう　ひなた 4 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

511 久島　慧樹 ひさじま　けいじゅ 4 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

512 野田部　裕貴 のたべ　ひろき 5 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

513 久島　隆雅 ひさじま　りゅうが 6 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

514 和泉　孔大 いずみ　こうだい 8 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

515 松村　幸虎 まつむら　ゆきとら 8 福岡 新武館 新武館 吉田　憲正

516 立木　奎伍 たちき　けいご 4 長崎 長崎空手道大闘会 大闘会 大曲　善明

517 池田　結琉 いけだ　ゆうり 1 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

518 川畑　天輝 かわばた　はるき 1 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

519 成合　優斗 なりあい　まなと 1 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

520 川畑　翔也 かわばた　しょうや 3 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

521 土屋　輝人 つちや　きらと 3 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

522 土屋　洸人 つちや　ひろと 5 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

523 土屋　遙人 つちや　はると 6 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

524 田中　蓮八 たなか　れんや 8 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

525 成合　悠斗 なりあい　ゆうと 8 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

526 松ケ野　幸 まつがの　こう 10 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

527 金丸　稜季 かねまる　いつき 11 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

528 渡邊　愛夢実 わたなべ　あゆみ 12 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

529 小松　香里奈 こまつ　かりな 14 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

530 鈴木　日奈子 すずき　ひなこ 14 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

531 小松　優心 こまつ　ゆうみ 17 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

532 鈴木　心結 すずき　みゆ 17 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一

533 富永　結美 とみなが　ゆうみ 17 宮崎 全日本空手道夢道場 夢道場 渡邊　誠一


