
6歳(小学1年生男女混合)　１１名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

1 東京城西支部 林 美奈 リン　ミナ

2 神奈川横浜東支部 齋藤 愛夏 ｻｲﾄｳ ﾏﾅ

3 千葉北支部 奥井 雄大 ｵｸｲ ﾕｳﾀﾞｲ

4 東京城西支部 奥本 煌樹 ｵｸﾓﾄ ｺｳｷ

5 岐阜支部 松尾 恵和 ﾏﾂｵ ｹｲﾄ

6 千葉県北西支部 山尾　政翔 ﾔﾏｵ ﾏｻﾄ

7 総本部沖縄道場 金城　天 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ

8 東京城西支部 冨永 和基 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ

9 埼玉中央支部 金坂　駿飛 ｶﾈｻｶ ﾊﾔﾄ

10 東京城南京浜支部 安西 愛琉 ｱﾝｻﾞｲ ｱｲﾙ

11 東京城西世田谷東支部 河野 成悟 ｺｳﾉ ｾｲｺﾞ



7歳(小学2年生男女混合)　７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

12 千葉北支部 長谷川 雅治 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ

13 神奈川横浜東支部 三井 あいみ ﾐﾂｲ ｱｲﾐ

14 岐阜支部 西形 誠一 ﾆｼｶﾀ ｾｲｲﾁ

15 東京城西世田谷東支部 櫻井 翼 ｻｸﾗｲ ﾂﾊﾞｻ

16 愛知名古屋支部 都築 恒士郎 ﾂﾂﾞｷ ｺｳｼﾛｳ

17 東京城西野方支部 齋藤 碧海 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ

18 神奈川横浜東支部 佐藤 凜 ｻﾄｳ ﾘﾝ



8歳(小学3年生男女混合)　２６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

19 茨城・埼玉北支部 鈴木　悠 ｽｽﾞｷ ﾕｳ

20 千葉北支部 西 航之進 ﾆｼ ｺｳﾉｼﾝ

21 京都支部 藤原 煌介 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ

22 岡山東支部 倉中　 星空 ｸﾗﾅｶ ｿﾗ

23 岐阜支部 近藤 翔太 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

24 東京城南京浜支部 安西 昊晴 アンザイ コウセイ

25 茨城・埼玉北支部 小林　きらり ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ

26 東京城西世田谷東支部 小出 文悟 ｺｲﾃﾞ ﾌﾞﾝｺﾞ

27 千葉中央支部 小川　優愛 ｵｶﾞﾜ ﾕｱ

28 徳島・岡山南支部 山下 桜芽 ﾔﾏｼﾀ ｵﾄﾒ

29 香川・岡山西支部 菅ノ又　七海 ｽｶﾞﾉﾏﾀ ﾅﾅﾐ

30 京都支部 西澤 杏樹 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷ

31 千葉北支部 曽根 龍士郎 ｿﾈ ﾘｭｳｼﾛｳ

32 石川支部 上段 結愛 ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ﾕｲﾘ

33 東京城北支部 小河 まとい ｵｶﾞﾜ ﾏﾄｲ

34 京都支部 石田 蒼馬 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ

35 千葉北支部 渡邉 滉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳ

36 東京城西世田谷東支部 谷口 夏音 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾉﾝ

37 石川支部 長尾 倖空 ﾅｶﾞｵ ﾕｷｱ

38 東京城西支部 橋本 優莉亜 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾘｱ

39 本部直轄浅草道場 池田 希美 ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

40 大阪なみはや支部 山内 袈蓮 ﾔﾏｳﾁ ｶﾚﾝ

41 千葉北支部 齋藤　栞 ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ

42 宮城仙台道場 笹島　淳平 ｻｻｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

43 三重東道場 石川　巧 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ

44 愛知名古屋支部 峯澤 碧仁 ﾐﾈｻﾞﾜ ｱｵﾄ



9歳(小学4年生男女混合)　２４名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

45 秋田支部 渡部　心優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ

46 石川支部 谷内 颯華 ﾔﾁ ﾌｳｶ

47 愛知東南支部 篠原 尚都 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾄ

48 愛媛中央支部 髙木 統成 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾅﾘ

49 徳島・岡山南支部 叶谷　豪琉 ｶﾅﾔ ﾀｹﾙ

50 千葉南支部 谷村 苺花 ﾀﾆﾑﾗ ｲﾁｶ

51 東京城西支部 諸岡 幸乃 ﾓﾛｵｶ ﾕｷﾉ

52 長野支部 芳川 蓮 ﾖｼｶﾜ ﾚﾝ

53 香川・岡山西支部 吉原　弓結 ﾖｼﾊﾗ ﾕﾕ

54 徳島・岡山南支部 端村 嶺 ﾊｼﾑﾗ ﾚｲ

55 東京城北支部 池田 大和 ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ

56 大阪なみはや支部 杉本 清太朗 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ

57 神奈川横浜北支部 岩本 陽太 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳﾀ

58 徳島・岡山南支部 西條 歩味 ｻｲｼﾞｮｳ ｱﾕﾐ

59 東京城北支部 村古 真優 ﾑﾗｺ ﾏﾕ

60 岐阜支部 藤田 紗織 ﾌｼﾞﾀ ｻｵﾘ

61 京都支部 大橋 龍慎 ｵｵﾊｼ ﾘｭｳｼﾝ

62 千葉北支部 髙本 陸 ﾀｶﾓﾄ ﾘｸ

63 東京城西世田谷東支部 加藤　愛唯 ｶﾄｳ ﾒｲ

64 神奈川川崎中央支部 小山 莉桜 ｺﾔﾏ ﾘｵ

65 茨城・埼玉北支部 山田 紗良 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾗ

66 静岡駿河支部 鯨岡 瞬 ｸｼﾞﾗｵｶ ｼｭﾝ

67 京都支部 西田 蓮太郎 ﾆｼﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ

68 千葉北支部 岡本 昌頼 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ



10歳(小学5年生男女混合)　２６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

69 愛媛中央支部 白石 頼斗 ｼﾗｲｼ ﾗｲﾄ

70 富山支部 松本 愛珠 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｼﾞｭ

71 石川支部 河合 琥太郎 ｶﾜｲ ｺﾀﾛｳ

72 高知中央支部 岡本　楓 ｵｶﾓﾄ ｶｴﾃﾞ

73 三重東道場 笠田　夢依 ｶｻﾀﾞ ﾒｲ

74 神奈川川崎中央支部 臼井 悠高 ｳｽｲ ﾕﾀｶ

75 総本部代官山道場 西田 翔 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ

76 東京城西国分寺支部 中山 仁 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ

77 石川支部 上段 奏太 ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ｶﾅﾀ

78 千葉北支部 髙鹿 飛鳥 ｺｳﾛｸ ｱｽｶ

79 京都支部 川﨑 浩太郎 ｶﾜｻｷ ｺｳﾀﾛｳ

80 千葉下総支部 二星　漣 ﾆﾎﾞｼ ﾚﾝ

81 茨城・埼玉北支部 柴沼 ほのん ｼﾊﾞﾇﾏ ﾎﾉﾝ

82 山形支部 井上   優愛 ｲﾉｳｴ ﾕﾘｱ

83 神奈川横浜東支部 斉藤 健心 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ

84 岐阜支部 西形 蒼馬 ﾆｼｶﾀ ｿｳﾏ

85 石川支部 田中 寛大 ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ

86 岐阜支部 伊藤 結愛 ｲﾄｳ ﾕｲ

87 石川支部 長戸 夢芽 ﾁｮｳﾄ ﾕﾒ

88 千葉下総支部 辻　将真 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾏ

89 東京城北支部 小池　空 ｺｲｹ ｿﾗ

90 岐阜支部 西松 英良 ﾆｼﾏﾂ ｱｷﾗ

91 徳島・岡山南支部 藤田 和奏 ﾌｼﾞﾀ ﾜｶﾅ

92 千葉北支部 三冨 龍之介 ﾐﾄﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ

93 石川支部 宮村 凛音 ﾐﾔﾑﾗ ﾘｵﾝ

94 静岡駿河支部 木戸　彪翔 ｷﾄﾞ ﾀｹﾙ



11歳 (小学6年生男女混合)　２７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

95 徳島・岡山南支部 山下 陽芽 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾒ

96 石川支部 長原 樹大 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｷﾋﾛ

97 東京城西支部 川合 晋之涼 ｶﾜｲ ｼﾝﾉｽｹ

98 東京城東葛西支部 五野上 史起 ｺﾞﾉｶﾐ ｼｷ

99 神奈川相模原支部 猪股　怜皇 ｲﾉﾏﾀ ﾚｵ

100 奈良支部 堀　樹夏 ﾎﾘ ｼﾞｭﾅ

101 広島支部 高見 匡央 ﾀｶﾐ ﾏｻﾋﾛ

102 千葉北支部 松田　龍之介 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

103 宮城仙台道場 笹島　康之介 ｻｻｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ

104 香川・岡山西支部 平松　愛菜 ﾋﾗﾏﾂ ﾏﾅ

105 静岡駿河支部 鯨岡 頼輝 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾗｲｷ

106 総本部沖縄道場 平田　一真 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾏ

107 愛媛中央支部 宮里　輝希 ﾐﾔｻﾄ ﾃﾙｷ

108 福井支部 岩佐 琉生 ｲﾜｻ ﾘｭｳｾｲ

109 山形支部 佐藤   くるみ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ

110 神奈川川崎中央支部 三浦 桜來 ﾐｳﾗ ｻﾗ

111 京都支部 永岡 玖遠 ﾅｶﾞｵｶ ｸｵﾝ

112 石川支部 松本　一亜 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱ

113 千葉北支部 佐藤 奏太 ｻﾄｳ ｿｳﾀ

114 千葉中央支部 小川　倖生 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ

115 愛媛中央支部 西窪 佑成 ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ

116 神奈川横浜東支部 佐藤　未知 ｻﾄｳ ﾐﾁ

117 香川・岡山西支部 吉本　衣吹 ﾖｼﾓﾄ ｲﾌﾞｷ

118 愛知東南支部 門田　怜 ｶﾄﾞﾀ ﾚｲ

119 総本部道場 野﨑　結夏 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ

120 京都支部 白岩 怜真 ｼﾗｲﾜ ﾚｲﾏ

121 東京城北支部 村古 心優 ﾑﾗｺ ﾐﾕ



12歳～14歳男子(中学生男子)　２２名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

122 静岡駿河支部 鈴木 鴻之介 ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ

123 千葉中央支部 冨澤　奨瑛 ﾄﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｴｲ

124 東京城北支部 小河　秀虎 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄﾗ

125 岐阜支部 松尾 彰久 ﾏﾂｵ ｱｷﾋｻ

126 京都支部 長谷川　宰 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｶｻ

127 東京城北支部 藤田 珀斗 ﾌｼﾞﾀ ﾊｸﾄ

128 千葉中央支部 髙城　琥太郎 ﾀｶｼﾛ ｺﾀﾛｳ

129 東京城北支部 三宅 一颯 ﾐﾔｹ ｲｯｻ

130 京都支部 今坂　明都 ｲﾏｻｶ ﾐﾝﾄ

131 熊本帯山道場 山室 雄道 ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾄﾞｳ

132 岐阜支部 山本　侑京 ﾔﾏﾓﾄ ｳｷｮｳ

133 千葉北西支部 千葉　優斗 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ

134 神奈川横浜東支部 斉藤 喜心 ｻｲﾄｳ ｷｼﾝ

135 徳島・岡山南支部 完戸　佑匡 ｼｼﾄﾞ ﾕｳﾏ

136 千葉北支部 駒井　陸太朗 ｺﾏｲ ﾘｸﾀﾛｳ

137 大阪西支部 田中　志侑 ﾀﾅｶ ｼﾕｳ

138 三重東道場 笠田　星成 ｶｻﾀﾞ ｾﾅ

139 東京城西支部 藤上 弦樹 ﾌｼﾞｶﾐ ｹﾞﾝｷ

140 総本部道場 野﨑 篤彦 ﾉｻﾞｷ ｱﾂﾋｺ

141 香川・岡山西支部 北山　善 ｷﾀﾔﾏ ｾﾞﾝ

142 秋田支部 高橋　明暖 ﾀｶﾊｼ ｱﾉﾝ

143 千葉北支部 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ



12歳～14歳女子(中学生女子)　１６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

144 神奈川横浜東支部 齋藤　優羽 ｻｲﾄｳ ﾕｳ

145 千葉北支部 三冨 詩花 ﾐﾄﾐ ｳﾀｶ

146 神奈川相模原支部 小川　愛果 ｵｶﾞﾜ ｱｲｶ

147 愛知東南支部 篠原 悠希 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｷ

148 香川・岡山西支部 菅ノ又　星七 ｽｶﾞﾉﾏﾀ ｾﾅ

149 大分支部 山崎　来良 ﾔﾏｻｷ ﾗｲﾗ

150 山形支部 山口　 奈瑚 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｺ

151 東京城西支部 小木戸 琉奈 ｺｷﾄﾞ ﾙﾅ

152 宮城仙台道場 永沢　梨花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｶ

153 神奈川相模原支部 大貫　美咲 ｵｵﾇｷ ﾐｻｷ

154 東京城西世田谷東支部 今井　彩弥 ｲﾏｲ ｱﾔ

155 神奈川西湘支部 髙橋 芽依 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

156 東京城西世田谷東支部 伊藤 利紗 ｲﾄｳ ﾘｻ

157 奈良支部 神山　藍伽 ｶﾐﾔﾏ ｱｲｶ

158 富山支部 小谷 真佑里 ｺﾀﾆ ﾏﾕﾘ

159 東京城北支部 石川　友亜 ｲｼｶﾜ ﾕｱ



15歳〜34歳男子　１４名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

160 栃木南支部 加藤 祐太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ

161 長野支部 芳川 凱斗 ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ

162 徳島・岡山南支部 助田　空 ｽｹﾀ ｿﾗ

163 大阪東南支部 田中 隆昌 ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ

164 東京城西支部 小木戸 瑛斗 ｺｷﾄﾞ ｴｲﾄ

165 徳島・岡山南支部 野路　幸希 ﾉｼﾞ ｺｳｷ

166 千葉北支部 駒井　凜太朗　 ｺﾏｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 

167 富山支部 佐藤　優祐 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

168 京都支部 大西　竜司 ｵｵﾆｼ ﾘｭｳｼﾞ

169 愛知東三河支部 佐藤　勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

170 千葉北支部 古川　晴也 ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾔ

171 高知中央支部 藤本　彰虎 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾄ

172 千葉下総支部 鈴木　瑠海 ｽｽﾞｷ ﾙｶ

173 東京城西支部 柴倉　愛弥 シバクラ　マナヤ



15歳〜34歳女子　２１名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 型カテゴリー

174 香川・岡山西支部 田中　真尋 ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 15歳〜34歳女子

175 富山支部 佐藤　優希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 15歳〜34歳女子

176 総本部道場 伊藤 千華 ｲﾄｳ ﾁｶ 15歳〜34歳女子

177 千葉北支部 岡本 悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 15歳〜34歳女子

178 東京城西支部 内藤　玲奈 ﾅｲﾄｳ ﾚｲﾅ 15歳〜34歳女子

179 徳島・岡山南支部 塩田　有希乃 ｼｵﾀ ﾕｷﾉ 15歳〜34歳女子

180 茨城・埼玉北支部 鈴木　みこと ｽｽﾞｷ ﾐｺﾄ 15歳〜34歳女子

181 東京城西国分寺支部 大森　妃奈 ｵｵﾓﾘ ｷﾅ 15歳〜34歳女子

182 秋田支部 池田　歩実 ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 15歳〜34歳女子

183 富山支部 高木 美帆 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 15歳〜34歳女子

184 静岡富士支部 立箱　由佳 ﾀﾃﾊﾞｺ ﾕｶ 15歳〜34歳女子

185 青森支部 鶴田　梓実 ﾂﾙﾀ ｱｽﾞﾐ 15歳〜34歳女子

186 埼玉東支部 青柳　香菜美 ｱｵﾔｷﾞ ｶﾅﾐ 15歳〜34歳女子

187 大阪東南支部 田中　美祐 ﾀﾅｶ ﾐｭｳ 15歳〜34歳女子

188 京都支部 宮地　ちひろ ﾐﾔﾁ ﾁﾋﾛ 15歳〜34歳女子

189 東京城西国分寺支部 石関 もも ｲｼｾﾞｷ ﾓﾓ 15歳〜34歳女子

190 福島地区道場 河原田   あかり ｶﾜﾗﾀﾞ    ｱｶﾘ 15歳〜34歳女子

191 東京城西支部 福永 葵 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｵｲ 15歳〜34歳女子

192 総本部川口道場 胡 小花 ｺ ｼｮｳｶ 15歳〜34歳女子

193 総本部道場 髙橋　円香 ﾀｶﾊｼ ﾏﾄﾞｶ 15歳〜34歳女子

194 秋田支部 桜田　まどか ｻｸﾗﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 15歳〜34歳女子



35歳以上男子　２２名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

195 東京城西支部 高澄 雅人 ﾀｶｽﾐ ﾏｻﾄ

196 総本部道場 本荘　正也 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾔ

197 静岡西遠支部 石黒 康之 ｲｼｸﾞﾛ ﾔｽﾕｷ

198 長野支部 青木 慎二 ｱｵｷ ｼﾝｼﾞ

199 神奈川川崎中央支部 大塚　寿人 ｵｵﾂｶ ｽﾐﾄ

200 東京城北支部 小林 賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ

201 東京城南京浜支部 廣田 高志 ﾋﾛﾀ ﾀｶｼ

202 総本部道場 羽藤　精一 ﾊﾄｳ ｾｲｲﾁ

203 千葉南支部 矢部 美文 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾌﾞﾐ

204 神奈川川崎中央支部 小寺　英志 ｺﾃﾞﾗ ｴｲｼﾞ

205 アメリカ 橋　寿朗 ﾊｼ ﾄｼｱｷ

206 福井支部 藤野 智 ﾌｼﾞﾉ ｻﾄﾙ

207 徳島・岡山南支部 西條 良香 ｻｲｼﾞｮｳ ﾖｼｶ

208 東京城南京浜支部 菅野 秀行 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞﾀｶ

209 静岡西遠支部 山添 雅史 ﾔﾏｿﾞｴ ﾏｻｼ

210 東京城西国分寺支部 小沢 剛 ｵｻﾞﾜ ﾀｹｼ

211 東京城北支部 杉山 徳 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｼ

212 山梨支部 小坂 武史 ｺｻｶ ﾀｹｼ

213 大阪天満道場 岡山　伸英 ｵｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

214 神奈川川崎中央支部 相澤 一賀 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ

215 群馬西支部 新井 敏雄 ｱﾗｲ ﾄｼｵ

216 東京城西世田谷東支部 宮本　朝廷 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾉﾌﾞ



35歳以上女子　１２名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

217 東京城北支部 小林　久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ

218 総本部岩手道場 名郷根　幸枝 ﾅｺﾞｳﾈ ﾕｷｴ

219 福島地区道場 中村   尚美 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾐ

220 東京城西世田谷東支部 宮本　泉美 ﾐﾔﾓﾄ ｲｽﾞﾐ

221 東京城西国分寺支部 萩原 あかり ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｶﾘ

222 石川支部 榎本 佳子 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼｺ

223 東京西多摩道場 渡部　裕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ

224 大阪なみはや支部 足立 優里 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾘ

225 長野支部 羽田　和美 ﾊﾀ ｶｽﾞﾐ

226 郷田道場 杉本 麻子 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｻｺ

227 長崎諫早道場 谷川　友美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ

228 東京西多摩道場 加藤　美保 ｶﾄｳ ﾐﾎ


