
 5歳男女混合　Boys ＆ Girls KUMITE 5 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

1 埼玉北支部 神山 雄大 カミヤマ ユウダイ 123 22

ヤスムラ コトノ 114 232 東京城西下北沢・町田支部 安村 琴希

3 千葉下総支部 大久保 凛薫 オオクボ リク 118 25

アソウ タカトラ 120 254 栃木南支部 阿相 高虎

5 千葉北支部 雪縄 優仁 ユキナワ ユウシン 120 21

コイズミ ハルヒト 113 176 東京城西国分寺支部 小泉 陽仁

7 茨城支部 星屋 明来夢 ホシヤ アラン 102 16

ツジイ リオナ 112 178 大阪布施支部 辻井 莉央菜

9 山梨支部 矢﨑 史朗 ヤザキ シロウ 113 16

ムラタ リュウノスケ 115 2010 神奈川川崎中央支部 村田 龍之輔

11 新潟南道場 髙野 伊織 タカノ イオリ 107 17

キシモト アユム 110 1912 東京城西下北沢・町田支部 岸本 歩

13 栃木南支部 相澤 蓮

14 東京城北支部 石川 亜男

ササキ レイジ 113 21

アイザワ レン 108 17

イシカワ アオ 111 20

15 千葉下総支部 佐々木 礼慈
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 6歳男子　Boys KUMITE 6 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

16 神奈川川崎中央支部 水口 翔輝 ミズグチ ショウキ 123 25

オオヤマ ユイト 121 2417 大阪布施支部 大山 結叶

18 埼玉北支部 堀越 蓮翔

21 茨城支部 木戸 嵐汰

ホリコシ レント 117 20

19 千葉下総支部 中山 瑛斗

20 山口支部 福田 快叶

ナカヤマ エイト 117 24

カマイケ オウミ 118 2022 東京城西下北沢・町田支部 釜池 桜海

キド アラタ 122 25

フクダ カイト 117 21

23 総本部道場 杉山 優丞 スギヤマ ユウム 116 23

ワン ユウタカ 115 2024 千葉北支部 王 煜堯

25 茨城支部 星屋 澪李琉 ホシヤ レイル 116 19

カヤ タクミ 125 2726 東京城西支部 栢 拓未

27 山梨支部 安富 太一 ヤストミ タイチ 130 27

コヤマ ケイイチ 130 3928 千葉下総支部 小山 恵一

29 千葉中央支部 伊藤 紘臣 イトウ ヒロオミ 126 24

ナカムラ ケンゴ 118 2330 埼玉北支部 中村 謙悟

31 千葉下総支部 石川 心之助 イシカワ シンノスケ 117 29

サトウ ハルマ 121 2532 千葉北支部 佐藤 陽真

33 山梨支部 佐野 未來 サノ ミライ 116 20

コジマ タイガ 118 2334 東京城西下北沢・町田支部 小島 泰雅

35 神奈川横浜東支部 中野 朝陽 ナカノ アサヒ 114 19

コンドウ リク 125 2636 埼玉北支部 近藤 陸

37 栃木北支部 奥迫 哲男 オクサコ テツオ 134 30

サシダ ウィル 133 3338 千葉下総支部 指田 ウィル

39 茨城支部 土井 忠義 ドイ タダヨシ 129 38

ウエダ ショウノスケ 126 3640 東京城西支部 上田 翔ノ介

41 東京城南京浜支部 馮 旭 ヒョウ アサヒ 132 28

2 / 48



 7歳男子　Boys KUMITE 7 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

モリタ コウシロウ 130 2542 千葉下総支部 森田 剛士朗

43 神奈川川崎中央支部 髙橋 創汰 タカハシ ソウタ 123 27

コンノ ライ 115 1944 東京城南京浜支部 今野 頼

45 東京城西支部 奥本 惇樹 オクモト アツキ 121 26

ノグチ ヨシタカ 123 2346 千葉北支部 野口 義高

47 栃木南支部 佐藤 旭 サトウ アサヒ 135 29

イケナガ アサヒ 124 2748 東京城北支部 池永 昇陽

49 栃木北支部 高久 煌魁 タカク キラ 126 30

ツジイ ハルト 117 2050 大阪布施支部 辻井 晴翔

51 東京城西支部 長嶺 拓叶 ナガミネ タクト 114 20

カワモト ユウガ 126 2452 東京城西下北沢・町田支部 河本 雄雅

53 東京城西支部 浅野 嘉維 アサノ カイ 126 21

シギハラ ガク 124 2754 神奈川大和支部 鴫原 楽

55 千葉北支部 塩野入 皇成 シオノイリ コウセイ 124 25

シライ ケント 126 2656 神奈川川崎中央支部 白井 健杜

57 山梨支部 寺岡 磨央 テラオカ マオ 128 26

ムカイダ コウキ 133 2758 兵庫西支部 向田 煌

59 千葉北支部 小林 瑞生 コバヤシ ミズキ 129 29

キョウ ミンソン 128 2660 郷田道場 姜 旻成

61 東京城西野方支部 本佛 海斗 ホンブツ カイト 129 28

ナカザワ ソウスケ 129 2862 長野支部 中澤 蒼介

63 神奈川川崎中央支部 緒方 創一郎 オガタ ソウイチロウ 135 36

シノハラ レンク 130 2964 愛媛中央支部 篠原 蓮玖

65 東京城西支部 髙橋 幸大朗 タカハシ コウタロウ 127 24

オガワ ツカサ 117 2766 東京城西下北沢・町田支部 小川 掌

67 東京城北支部 甲田 怜 コウダ レン 116 24

イガラシ ショウ 131 3268 千葉北支部 五十嵐 翔

69 大阪布施支部 金光 愛斗 カネミツ アイト 115 21

マツイ マイク 122 2670 東京城南京浜支部 松井 真生

71 愛知名古屋支部 諸戸 瑛太 モロト エイタ 127 28

イケダ カズヤ 121 2472 東京城西支部 池田 一也

73 神奈川川崎中央支部 中川 開登 ナカガワ カイト 129 25

トダテ リン 130 2674 埼玉南支部 外舘 輪

75 茨城中央支部 古谷 駿太 フルヤ シュンタ 127 27

ホンマ フウガ 129 2676 東京城西国分寺支部 本間 風雅

77 神奈川川崎中央支部 浦野 新 ウラノ アラタ 133 28

ツルオカ シュウタ 123 2378 千葉北支部 鶴岡 秀太

79 東京城西支部 北村 湧 キタムラ ワク 122 24

モトヤマ アマト 125 2680 静岡清水秋葉道場 本山 天翔

81 千葉下総支部 石川 仁之助 イシカワ ジンノスケ 139 42

カミヤマ マサトシ 131 2782 埼玉北支部 神山 将寿

83 神奈川川崎中央支部 谷口 颯汰 タニグチ ソウタ 133 28

ミツイ カイト 133 3384 栃木南支部 三井 海斗

85 京都支部 小谷 知勢 オダニ チセ 132 31

3 / 48



 8歳男子　Boys KUMITE 8 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

ヒョウ アキラ 143 4086 東京城南京浜支部 馮 瞭

87 東京城西国分寺支部 池田 湊真 イケダ ソウマ 137 32

カネコ リョウスケ 134 3488 千葉中央支部 金子 諒祐

89 茨城支部 黒澤 琉星 クロサワ リュウセイ 126 27

ナガイ ソウタ 130 2990 神奈川川崎中央支部 永井 颯太

91 愛知名古屋支部 高松 飛志 タカマツ ヒュウジ 122 23

タカギ ハルト 127 2792 愛媛中央支部 髙木 陽斗

93 東京城西世田谷東支部 小椋 舜夫 オグラ シュンスケ 135 32

スドウ ケイ 133 3194 神奈川横浜東支部 須藤 惠

95 東京城西支部 高橋 丈 タカハシ ジョウ 141 41

シギハラ レン 135 4496 神奈川大和支部 鴫原 蓮

97 真正会 唐澤 璃士 カラサワ リヒト 131 30

スズキ ヨウダイ 135 3198 東京城西世田谷東支部 鈴木 陽大

99 千葉下総支部 狩野 湊斗 カノ ミナト 129 25

ムラタ トラノスケ 130 26100 神奈川川崎中央支部 村田 虎之輔

101 神奈川横浜東支部 北 賢士朗 キタ ケンシロウ 136 31

タニモト ハルキ 136 34102 埼玉北越谷支部 谷本 晴輝

103 大阪南支部 山田 優琥 ヤマダ ユウク 141 43

オノデラ マサシ 128 30104 栃木南支部 小野寺 将

105 本部直轄四谷･飯田橋道場 長谷川 蓮臣 ハセガワ レンシン 132 30

タカスギ マサト 133 26106 東京城北支部 高杉 聖翔

107 千葉北西支部 稲垣 麟太郎 イナガキ リンタロウ 130 28

ヤマネ ソラ 127 26108 神奈川川崎中央支部 山根 宙

109 東京城東湾岸支部 大倉 理來 オオクラ リク 132 29

ヤマザキ ロクジロウ 136 33110 神奈川川崎中央支部 山﨑 禄二朗

111 千葉下総支部 佐々木 龍成 ササキ リュウセイ 130 26

コンドウ マモル 128 27112 東京城西国分寺支部 近藤 守

113 郷田道場 高橋 俊 タカハシ シュン 147 47

オカヒサ タツキ 138 42114 東京城西世田谷東支部 岡久 龍生

115 東京城西支部 小川 仰眞 オガワ オオマ 140 50

イナガキ ソウイチロウ 128 26116 東京城東湾岸支部 稲垣 宗一郎

117 東京城南京浜支部 小枝 怜生 コエダ レオ 123 24

ナカネ ハクエイ 118 21118 山梨支部 中根 珀英

119 茨城支部 古谷 空護 コヤ クウゴ 127 23

モトヤマ ニジト 123 22

タカノ ヒョウガ 122 22

120 静岡清水秋葉道場 本山 虹翔

122 新潟南道場 髙野 氷河

121 群馬東支部 山中 敦貴 ヤマナカ アツキ 126 24

124 千葉北支部 大野 日斐人

ミズグチ ゲンキ 131 35123 神奈川川崎中央支部 水口 元気

オオノ ヒビト 128 28

テラサカ  ルキ 129 28

オオクラ ハル 133 33

125 大阪南支部 寺坂　 琉生

126 東京城東湾岸支部 大倉 羽琉

128 大阪西支部 筒井 葵

ニトウ ダイキチ 140 31127 神奈川横浜港南支部 二藤 大吉

ツツイ アオイ 131 33

マユズミ ユウト 130 27

スエヒロ チハヤ 130 30

129 群馬西支部 黛 勇翔

130 神奈川川崎中央支部 末廣 千隼

132 本部直轄東松山･秩父道場 鈴木 大翔

スドウ ショウマ 127 26131 東京城東葛西支部 須藤 奨真

スズキ ヒロト 134 31

ウエハラ セイゴ 131 29

セキ ガク 137 31

133 東京城西下北沢・町田支部 上原 青悟

134 神奈川横浜東支部 関 岳
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 9歳男子 -30kg　Boys KUMITE 9 yr -30Kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

オクモト コウキ 133 28135 東京城西支部 奥本 煌樹

136 千葉北支部 矢内 要 ヤナイ カナメ 130 27

フクナガ ヤマト 125 25137 山梨支部 福永 大和

138 長野支部 苑田 小太郎 ソノダ コタロウ 126 24

イケナガ リョウヤ 130 29139 東京城北支部 池永 龍弥

神奈川西湘支部 稲 幸司郎

141 東京城西支部 冨永 和基

イネ コウシロウ 130 27

トミナガ カズキ 132 25

140

ツボイ フウタ 126 25東京城北支部 坪井 楓太

神奈川横浜東支部 佐藤 凰

144 総本部岩手道場 伊藤 駿翔

サトウ コウキ 130 30

イトウ ハヤト 127 25

143

イシダ ケイマ 138 129146 東京城西支部 石田 敬麻

シングウ ハル 129 27

シマヅ タイガ 139 28145 東京城北支部 島津 大我

148 千葉北支部 新宅 大護

147 神奈川川崎中央支部 神宮 陽晴

シンタク ダイゴ 138 30

オオウチ ツバサ 127 27149 茨城支部 大内 翼

150 千葉北西支部 堀江 晴 27

ユギ ヒロト 135 28

142

タカハシ カエデ 136 28

151 埼玉春日部道場 由木 寛人

152 東京城北支部 高橋 楓

ホリエ ハル 128
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 9歳男子 +30kg　Boys KUMITE 9 yr +30Kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

153 北海道函館支部 勝田 結翔 カツタ ユイト 143 47

カンノ ハルキ 144 46155 東京城南京浜支部 菅野 陽生

156 東京城西支部 小池 明寛 コイケ アキヒロ 141 41

ウエダ ヨウ 142 34157 東京城西国分寺支部 上田 陽

158 東京城北支部 佐々木 啓吾 ササキ ケイゴ 144 58

シミズ タカヒロ 140 34159 千葉中央支部 清水 聖大

160 栃木北支部 高久 魁雅 タカク オウガ 133 33

タカタ リョウト 132 31161 東京城北支部 高田 凌利

162 栃木南支部 早乙女 知弥 ソウトメ トモヤ 137 31

イカワ タケル 139 36163 茨城支部 井川 岳琉

164 兵庫西支部 新﨑 颯空 シンザキ ソラ 128 38

ハヤシ レイ 134 43165 神奈川横浜東支部 林 礼唯

166 栃木北支部 君島 陽起 キミジマ ハルキ 132 34

イノウエ アイト 139 31167 埼玉北越谷支部 井上 逢人

168 東京城北支部 中村 大成 ナカムラ タイセイ 141 40

クリキ ケンシン 141 34169 東京城西世田谷東支部 栗城 健臣

170 東京城西支部 上田 龍之介 ウエダ リュウノスケ 153 63

ワタナベ ヒュウバ 137 45171 千葉北支部 渡部 彪羽

172 東京城西支部 中村 真隆 ナカムラ マサタカ 136 38

アオキ カズマ 132 37173 新潟南道場 青木 一真

174 千葉中央支部 根立 圭 ネダチ ケイ 141 37

ナガサワ コウ 142 31175 愛知名古屋支部 長澤 弘

176 青森支部 戸澤 龍海 トザワ タツミ 147 48

179 総本部横須賀道場 久米 凛汰

178 東京城北支部 宇野 竜童 ウノ リュウドウ 131 31

クメ リンタ 156 54

ヌマノイ リオン 155 62180 栃木北支部 沼野井 琉煌

181 埼玉中央支部 金坂 駿飛 カネサカ ハヤト 151 53

シバタ イオリ 153 44182 茨城支部 柴田 伊織

183 千葉北支部 榎本 直太朗 エノモト ナオタロウ 142 42

サイトウ ハルマ 141 32184 栃木南支部 斎藤 暖真

185 東京城北支部 服部 龍王 ハットリ ルキ 130 38

イワタ リン 130 31186 神奈川川崎中央支部 岩田 凜

187 東京城西支部 髙松 壮至 タカマツ ソウシ 139 31

ヨシハマ ミライ 139 33188 神奈川横浜東支部 吉濵 未来

189 兵庫西支部 構 佑晟 カマエ ユウセイ 148 43

ヒキタ カズマ 150 50190 東京城西世田谷東支部 疋田 一真

191 山梨支部 矢﨑 冬馬 ヤザキ トウマ 132 32

ナグモ ヨウタ 134 31192 新潟南道場 南雲 陽太

193 栃木南支部 戸井田 唯慎 トイダ ユシン 138 31

キンジョウ タカシ 134 31194 沖縄道場 金城 天

195 東京城西支部 明石 寛大 アカシ カンタ 148 52

スズキ ユウガ 146 42196 千葉中央支部 鈴木 優羽雅

197 長野支部 佐藤 新太 サトウ アラタ 131 30

ナカニシ ヒュウガ 132 35198 東京城北支部 中西 飛翔

199 総本部道場 坪池 優希 ツボイケ ユウキ 133 32

ハシモト キリュウ 135 31200 岐阜支部 橋本 氣颯

201 埼玉北越谷支部 中村 勇都 ナカムラ ユウト 138 34

154 東京城西世田谷東支部 山本 央一郎 ヤマモト オウイチロウ 141 41

シノハラ リンク 134 33177 愛媛中央支部 篠原 稟玖
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 10歳男子 -35kg　Boys KUMITE 10 yr  -35Kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

202 東京城西世田谷東支部 鷹島 颯太 タカシマ ソウタ 141 33

ハラ リョウタ 148 35203 東京城西国分寺支部 原 良多

204 愛知名古屋支部 広村 昂輝 ヒロムラ コウキ 147 34

ヨシカワ タダチカ 135 27205 奈良支部 吉川 忠親

206 神奈川横浜東支部 伊藤 鷲真 イトウ シュウマ 138 32

オブセ アキラ 131 32207 東京城北支部 小布施 諒

208 栃木南支部 磯山 瑠清 イソヤマ リュウセイ 130 32

ヤマナカ ケンタ 145 34209 群馬東支部 山中 健太

210 京都支部 小谷 興会 オダニ コウエ 142 35

サカモト レンタ 132 31

カミムラ コウセイ 133 32

211 真正会 坂本 蓮太

212 新潟南道場 上村 恒聖

相馬 大和

213

ソウマ ヤマト 139 35

フクダ ソウマ 140 31

ヤスムラ ハルキ 143 33

216

東京城西下北沢・町田支部 安村 春希

東京城北支部 高橋 蓮虎 タカハシ レント 139 30

30

218

神奈川川崎中央支部 篠﨑 理央219

BULGARIA Biegel Patrick

217

大阪南支部 山田 十魂

214

千葉北支部 福田 颯馬215

千葉中央支部

ビーゲル パトリック 138 29

キタムラ スバル 143 32

ヤマダ ジュクン 144 34

シノザキ リオ 136

220 山梨支部 北村 昴

222 神奈川横浜東支部 中野 壮琉

221 千葉北支部 村山 宙斗

ナカノ タケル 136 33

ハダノ アツヒロ 136 31223 東京城西国分寺支部 波多野 篤宏

224 栃木南支部 齋藤 榮太 サイトウ エイタ 144 31

テラオ ジョウタロウ 143 34225 東京城西世田谷東支部 寺尾 成太郎

226 千葉下総支部 小川 華夢育 オガワ カムイ 133 29

ヒロサワ アスミ 136 31227 東京城北支部 廣澤 明澄

228 真正会 坂田 陽輝 サカタ ハルキ 138 32

スズキ ルイト 140 30229 千葉北支部 鈴木 琉冬

230 東京城東葛西支部 佐藤 知隼 サトウ チハヤ 143 33

ミサワ タケシ 143 32231 埼玉北越谷支部 三澤 武史

232 群馬東支部 野口 天 ノグチ テン 137 28

オオノ ショウガ 135 29233 東京城北支部 大野 翔雅

234 東京城西支部 樋口 蓮 ヒグチ レン 146 33

サシダ ケイジ 139 31235 新潟南道場 指田 慶次

236 大阪南支部 大嶋 壱樹 オオシマ イツキ 143 34

ムラヤマ ヒロト 138 34
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 10歳男子 +35kg　Boys KUMITE 10 yr  +35Kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

237 青森支部 齋藤 蒼 サイトウ ソウ 152 60

サカタ リュウセイ 156 57238 東京城西世田谷東支部 坂田 琉晟

239 茨城中央支部 高橋 龍潤 タカハシ リュウマ 156 65

サクライ タイト 138 36240 東京城東葛西支部 櫻井 絆翔

241 千葉下総支部 小川 瑠羽来 オガワ ルウク 139 36

コタニ イッシン 147 37

オカノ トシオ 138 36242

神奈川川崎中央支部 小谷 一心

神奈川川崎中央支部 岡野 理央

244 栃木南支部 秋山 伊輝

245 東京城南目黒中央支部 山内 芽空

246 総本部代官山道場 尾本 雅菫

ミヤザワ コウセイ 138 39243 東京城東小岩支部 宮澤 洸誠

アキヤマ イキ 140 41

ヤマウチ ガク 142 37

オモト ミヤキ 145 47

タカク レオ 140 44247 栃木北支部 高久 玲魁

248

広島支部 日野 朔雅249 ヒノ サクマ 144 42

スズキ ハル 148 43東京城西支部 鈴木 隼琉250

千葉北支部 谷岡 蒼空 タニオカ ソラ 148 48

ウエハラ ライジ 141 53

251

東京城西下北沢・町田支部 上原 來時252

クサカ タイセイ 145 41

コヤマ ショウタロウ 138 36

253

大阪東南支部 小山 翔大朗254

神奈川横浜東支部 田辺 來空

東京城西野方支部 日下 太晴

タナベ ライア 152 39

ハシモト レイ 137 36

255

神奈川川崎中央支部 橋本 怜音256

ヒガシ ライバ 145 36

イイムラ リュウゴ 143 39

257

千葉下総支部 飯村 琉梧258

総本部道場 ショウ ハオラン

東京城北支部 東 徠絆

ショウ ハオラン 149 40

カワカミ コウショウ 148 40

259

栃木北支部 川上 昊祥260

エンドウ タマキ 150 49

アカバネ ソウマ 146 49

261

東京城西支部 赤羽 颯真262

千葉北支部 古屋 勝悠

茨城支部 遠藤 瑞己

フルヤ マサハル 142 42

ナカムラ リュウヘイ 139 39

263

栃木南支部 中村 龍平264

サイトウ アオイ 142 42

オオゼキ ダイム 145 43

265

神奈川横浜北支部 大関 泰武266

神奈川横浜東支部 須藤 舜

東京城西野方支部 齋藤 碧海

スドウ シュン 147 46

ナカムラ ハルト 149 48

267

総本部代官山道場 中村 温音268

スエオカ リュウノウケ 162 68

サイトウ レン 158 59

269

茨城中央支部 齋藤 蓮270

千葉北支部 三好 銀河

東京城西支部 末岡 龍ノ佑

ニシオカ アユム 142 36

271

広島支部 二四岡 歩

ミヨシ ギンガ 140 36

272

京都支部 土手 絃司 ドテ ゲンジ 147 41

テラオカ reo 150 36

275 ヤシロ リョウガ 146 42

273

山梨支部 寺岡 蓮央274

千葉中央支部 矢代 凌雅
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 11歳男子 -40kg　Boys KUMITE 11 yr  -40Kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

276 神奈川川崎中央支部 中條 翼 チュウジョウ ツバサ 140 33

ナカジマ タケヒロ 140 35277 東京城西国分寺支部 中島 岳大

278 栃木南支部 早乙女 尚弥 ソウトメ ナオヤ 149 36

ニシ コウノシン 142 39279 千葉北支部 西 航之進

280 東京城西支部 鈴木 悠 スズキ ハルカ 144 37

サトウ シンノスケ 141 36281 長野支部 佐藤 真之介

282 東京城西世田谷東支部 吉岡 隼矢 ヨシオカ ジュンヤ 142 31

ソエジマ タケオミ 145 31283 東京城北支部 副島 武臣

284 大阪南支部 田中 頼人 タナカ ライト 142 32

サノ トウム 145 36285 山梨支部 佐野 斗夢

286 神奈川横浜東支部 中路 禮 ナカジ ライ 136 36

ナカヤマ タイガ 146 39287 千葉北支部 中山 大我

288 栃木南支部 渡邉 光大 ワタナベ コウダイ 137 38

ムラノ マヒロ 146 39289 総本部岩手道場 村野 眞宙

290 東京城南京浜支部 小枝 蕗生 コエダ ロイ 143 36

タニグチ カノン 145 36291 東京城西世田谷東支部 谷口 夏音

292 神奈川川崎中央支部 金子 雄飛 カネコ ユウヒ 144 34

ナカムラ ミナト 154 38293 千葉北支部 中村 湊

294 神奈川横浜東支部 川原 立暉 カワハラ リュウキ 137 31

アイザワ リュウ 141 31295 栃木南支部 相澤 龍

296 青森支部 前田 健成 マエダ ケンセイ 146 39

ワタナベ コウタ 154 38297 東京城北支部 渡邊 皓太

298 東京城西支部 林 玄彬 リン ヒョンビン 146 37

ワキ ショウダイ 140 38299 東京城西世田谷東支部 和気 清大

300 愛知名古屋支部 榊原 舜 サカキバラ シュン 143 32

シミズ リヒト 139 33301 東京城西世田谷東支部 清水 理仁

302 東京城南池上支部 安西 昊晴 アンザイ コウセイ 148 38

セキグチ ワタル 142 40303 栃木南支部 関口 和航

304 秋田支部 益原 知樹 マスハラ トモキ 145 35

ハマベ リンタロウ 150 39305 大阪南支部 濱邊 凜太朗

307 神奈川横浜東支部 加藤 凰成

306 千葉北支部 山邊 航大

カトウ オウセイ 149 39

ヤマベ コウタ 151 39

9 / 48



 11歳男子 +40kg　Boys KUMITE 11 yr +40Kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

308 東京城北支部 高橋 麻紀人 タカハシ マキト 158 56

イワイ ヤマト 148 44309 埼玉春日部道場 岩井 大和

310 千葉北西支部 齊藤 禎虎 サイトウ サダトラ 148 47

キウチ ハルト 170 52311 神奈川川崎中央支部 木内 陽斗

312 沖縄道場 國吉 優冴 クニヨシ ユウガ 153 56

ナカジマ ツバサ 160 67313 神奈川西湘支部 中島 翼

314 岐阜支部 田口 宗佑 タグチ ソウスケ 160 56

コバヤシ ヒロト 155 56315 栃木南支部 小林 紘士

316 東京城南京浜支部 菅 駿斗 スガ シュント 145 45

ハットリ テッシン 163 49317 愛知名古屋支部 服部 光真

318 群馬東支部 平石 総一 ヒライシ ソウイチ 164 62

クニモト リョウト 158 43319 総本部札幌道場 国本 亮翔

320

千葉下総支部 落合 秀成

長野支部 山口 虎南

トダテ シュンタ 158 49

321

京都支部 神田 瑛寿322

埼玉南支部 外舘 春汰

オチアイ シュウセイ 149 43

カンダ エース

323 愛知名古屋支部 峯澤 碧仁 ミネザワ アオト 156 41

153 45

ヤマグチ コナン 151 51

ヒラオカ タスク 150 51325 東京城東湾岸支部 平岡 侑久

326

東京城西支部 深沢　 泰洋324 フカサワ タイヨウ 158 46

オオヒラ ショウ 153 43

ヤナギサワ コウエイ 168 51

328

神奈川川崎中央支部 柳澤 孝英

329 栃木南支部 永島 碧人

327

秋田支部 大平 勝

ナガシマ アオト 149 47

イワブチ レイマ 158 50330 千葉北支部 岩淵 礼真

331 茨城支部 高澤 脩人 タカザワ シュウト 151 47

トリシマ イハヤ 149 44332 群馬東支部 鳥島 一剣

333 岐阜支部 長屋 覚芯 ナガヤ ガクシン 155 52

ヒルマ シュンノスケ 168 53334 東京城西支部 晝間 俊之介

335 本部直轄柏･松戸道場 池田 風真 イケダ フウマ 165 91

オオツカ リュウト 165 95336 大阪南支部 大塚 琉斗

337 神奈川川崎中央支部 松嵜 煌誠 マツザキ コウセイ 150 51

コンノ ジョウ 146 42338 東京城南京浜支部 今野 譲

339 東京城北支部 尹 太嗣 154 41

サイトウ レオマ 151 58340 千葉下総支部 齋藤 玲央眞

341 東京城西国分寺支部 岩城 昊汰

ヨコオ アマネ 161 47

ナガサワ レント 145 46346 山梨支部 長澤 蓮翔

343 埼玉南支部 村上 漣成

345 千葉北西支部 横尾 天音

342 群馬西支部 松上 莉空

モトヤマ ソラト 146 43344 静岡清水秋葉道場 本山 空翔

ムラカミ レンセイ 156 42

マツガミ リク 163 54

イワキ コウタ 160 53

ユン テサ
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 6歳女子　Girls KUMITE 6 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

347 千葉北支部 久保田 菜々 クボタ ナナ 124 28

イノウエ ユウヒ 121 25348 埼玉北越谷支部 井上 結陽

349 東京城東小岩支部 鳥辺 千伊 トリベ チイ 124 25

イナガキ サラ 120 25350 千葉北西支部 稲垣 紗楽

351 山口支部 河村 夢莉 カワムラ ユメリ 114 20

トウジョウ マナミ 115 23352 長野支部 東條 愛美

353 GUAM Okamoto  Rena オカモト レナ 122 23
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 7歳女子　Girls KUMITE 7 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

ヨシハマ ヒカリ 129 28354 神奈川横浜東支部 吉濵 ひかり

355 神奈川横浜港南支部 加藤 瀬那 カトウ セナ 119 20

ジン ノゾミ 126 26356 千葉北支部 神 志実

357 神奈川川崎中央支部 柳澤 千咲 ヤナギサワ チサキ 138 33

キョウモリ ミオ 117 22358 群馬西支部 京盛 美音

359 東京城西支部 髙橋 凰花 タカハシ オウカ 122 21

ギボ ワカナ 120 25

ヤスムラ アヤノ 127 29

360 東京城西世田谷東支部 儀保 和香奈

361 東京城西下北沢・町田支部 安村 絢希

363 東京城南京浜支部 紫牟田 芽生

タカマツ イチカ 128 25362 東京城西支部 髙松 依央

シムタ メイ 127 28

メグロ ユイナ 108 16

トウジョウ ミサト 127 29

364 千葉北支部 目黒 結菜

365 長野支部 東條 美里

367 茨城中央支部 高橋 円花

ワダ ヒマリ 120 22366 神奈川横浜東支部 和田 美葵

タカハシ マドカ 132 35

オクムラ ミレイ 135 42

ヤマダ アリン 133 42

368 千葉北支部 奥村 美怜

369 大阪南支部 山田 ありん
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 8歳女子　Girls KUMITE 8 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

9

370 千葉北支部 阿曽 心 アソ ココロ 133 34

カワハラ アヤメ 131 28371 郷田道場 川原 彩愛

372 神奈川横浜東支部 新垣 杏樹 シンガキ アンジュ 124 28

ミズグチ ユウキ 125 23373 神奈川川崎中央支部 水口 優希

374 栃木北支部 室井 椛菜 ムロイ ハナ 132 28

イワノ ミズカ 129 26375 東京城西世田谷東支部 岩野 瑞花

376 埼玉北支部 大西 せり オオニシ セリ 136 30

クニヨシ セイナ 136 30377 沖縄道場 國吉 星那

378 東京城西下北沢・町田支部 岸本 彩夏 キシモト アヤカ 133 31

ヤスダ ミハル 133 31379 東京城西世田谷東支部 安田 美暖

380 茨城支部 笠島 千久紗 カサジマ チグサ 141 41

ヤマモト ミユ 138 40381 千葉中央支部 山本 実佑

ハヤシ サキ 142 33382 真正会 林 咲希
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 9歳女子　Girls KUMITE 9 yr

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

383

総本部道場 太田 美杜

384

東京城東小岩支部 宮澤 涼華

京都支部 神田 瑠華

東京城西支部 林 美奈

東京城南池上支部 安西 愛琉

千葉北西支部

オオタ ミト 136 30

ミヤザワ スズカ 129 26

マツモト ソラ 141 39

オガワ ツバサ 129 25

385 千葉北支部 久保田 莉世

386

東京城西下北沢・町田支部 小川 翼

リン ミナ 129 25

カンダ ルカ 130 29

クボタ リセ 132 27

カタヤマ アイリ 135 27

389

千葉北支部 嘉多山 愛梨

390

神奈川横浜東支部 川原 伶菜

388

387

143 47

フカサワ ナナコ 137 30

カワハラ レイナ 133 24

イトウ サキ 141 31

サイトウ シュン

カネヤマ ユナハ 138 34

138 32

アンザイ アイル 134 29

395

東京城北支部 萩原 優樹菜

393 千葉下総支部 金山 結奈葉

394

392 ハギワラ ユキナ

ツチヤ ミユ 131 27

ドテ アヤナ 140 37

セヤマ アオイ 145 45

396

千葉北支部 土屋 美結399

東京城西国分寺支部 瀬山 小葵401

東京城西支部 深沢　 那々子

アカホリ スズカ 148 44

齋藤 しゅん

402

群馬東支部 鳥島 史妃

400 東京城西世田谷東支部 赤堀 涼香

東京城西支部 伊藤 紗葵

391

397

京都支部 土手 絢愛

398

千葉北支部 松本　 そら

トリシマ シキ 145 44
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 10歳女子 -35kg　Girls KUMITE 10yr -35㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

403 千葉下総支部 井上 明香里 イノウエ アカリ 146 34

タナカ ユア 143 34404 神奈川横浜東支部 田中 優愛

405

千葉北支部 松尾 知怜

神奈川横浜東支部 三井 あいみ

406 神奈川横浜港南支部 耕田 更紗

ヤマダ リリコ 140 31

407

茨城支部 山田 莉理子

408

409

ミツイ アイミ 126 25

サノ ツヅリ

コウダ サラサ 138 31

マツオ チサト 138 31

132 29

410

栃木南支部 佐野 綴里

シモハライ サチ 130 25東京城西下北沢・町田支部 下拂 幸
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 10歳女子 +35kg　Girls  KUMITE 10yr +35㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

モリカワ アオイ 143 41

キヤマ イチカ 150 41

143 37

411

愛知名古屋支部 木山 一華

413

千葉北支部 柴崎 碧心

東京城南目黒中央支部415 池田 育美

神奈川西湘支部 金子 未来

418

416 東京城西支部

414

東京城西世田谷東支部 内間 世那412

栃木南支部 森川 葵衣

総本部岩手道場 井上 あーしあ

シバサキ アイミ 149 36

ウチマ セナ 153 44

イケダ ナルミ

トウジョウ フミ 155 54

419

417

総本部岩手道場 菅井 絢音

カネコ ミクル 147 42

ムラカミ セリナ 143 42

鈴木 優那 スズキ ユナ 144 35

イノウエ アーシア 160 46

421

千葉北支部 村上 芹苗

神奈川横浜東支部 佐藤 凜

長野支部 東條 芙美

422

420

サシダ グレース 154 57

423

千葉下総支部 指田 グレース

サトウ リン 155 48

スガイ アヤネ 150 45
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 11歳女子 -40kg　Girls KUMITE 11yr -40㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

アサオ ユナ 146 39424 神奈川川崎中央支部 浅尾 優奈

425 栃木南支部 高橋 愛生 タカハシ アイ 149 39

イケダ アイカ 153 39426 茨城支部 池田 愛華

427 大阪布施支部 豊田 鈴夏 トヨダ リンカ 148 38

カネコ ユイナ 146 37428 愛媛中央支部 金子 結衣菜

429 京都支部 西澤 杏樹 ニシザワ アキ 151 37

ススガ ナハ 137 36430 東京城西世田谷東支部 煤賀 南羽

431 東京城北支部 小河 まとい オガワ マトイ 145 35
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 11歳女子 +40kg　Girls  KUMITE 11yr +40㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

ヨシナガ ナノ 156 44

カワアイ サクラ 155 46432 群馬東支部 川合 さくら

435 神奈川横浜東支部 真鍋 心愛

434 東京城西世田谷東支部 吉永 梛乃

439 本部直轄浅草・神田道場 池之内 紬貴

セキネ ウサ 155 62436 埼玉西北支部 関根 羽咲

イケノウチ ツムギ 150 41

イネ サクラコ 150 44

マナベ ココア 158 53

ニムラ マユリ 160 56

433 神奈川西湘支部 稲 桜子

438 埼玉西北支部 仁村 真優莉

フジハラ カンナ 154 49437

イケダ アミ 155 47440 東京城西世田谷東支部 池田 葵心

愛知名古屋支部 藤原 栞那

441 真正会 林 栞名 ハヤシ カンナ 157 43
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 12歳男子 -45kg　Boys KUMITE 12 yr -45㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

442 東京城北支部 石田 魁 イシダ カイ 150 44

ハセガワ カン 150 40443 東京城西世田谷東支部 長谷川 幹

445 神奈川横浜東支部 岡本 将英

444 千葉中央支部 原田 耀大

オカモト ショウエイ 156 45

ヨコタ ダイチ 161 44446 東京城西国分寺支部 横田 大智

447 神奈川横浜東支部 猪股 健太 イノマタ ケンタ 147 38

カネコ ユトア 148 42448 愛媛中央支部 金子 優心海

449 千葉北西支部 堀江 空 ホリエ ソラ 145 35

アライ イロト 147 37450 神奈川川崎中央支部 新井 彩人

451 真正会 田口 永遠 タグチ トワ 141 44

マチダ ショウマ 155 41452 栃木南支部 町田 将真

453 本部直轄東松山･秩父道場 島田 蓮 シマダ レン 154 43

ヒラヤマ ショウダイ 156 41454 東京城西世田谷東支部 平山 将大

455 総本部所沢道場 北田 龍心 キタダ リュウシン 141 37

オカモト ハルキ 145 33456 GUAM Okamoto  Haruki 

457 千葉南支部 三枝 真 サエグサ マコト 153 44

ヨシカワ レン 145 45458 長野支部 芳川 蓮

マツクラ ガクト 153 43459 神奈川川崎中央支部 松倉 岳人

ハラダ ヨウタ 155 41
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 12歳男子 -55kg　Boys KUMITE 12 yr -55㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

ヤマダ マナワ 157 52460 東京城西世田谷東支部 山田 真羽

461 栃木南支部 圷 愛哉 アクツ マナヤ 156 49

タカギ モトナリ 162 48462 愛媛中央支部 髙木 統成

463 愛知東南支部 篠原 尚都 シノハラ ナオト 165 53

キド ヤスヒロ 166 52464 青森支部 木戸 康博

465 東京城北支部 藤崎 空翔 フジサキ ソラ 166 52

ヤマグチ カンタ 142 49466 千葉南支部 山口 寛大

468 イケダ ヤマト 168 55

467

東京城北支部 池田 大和

470

神奈川横浜東支部 三井 蓮太 ミツイ レンタ 153 53

469

神奈川西湘支部 金子 紫音

総本部岩手道場 佐々木 太士

カネコ シオン 150 47

ササキ タイシ 173 52

ヨシダ レオン 160 47

キタ リュウノスケ 150 48

473

神奈川横浜東支部 北 龍之介

GUAM Arroyo  Raef

471

472 埼玉春日部道場 吉田 麗音

アロヨ ラエフ 163 47

474 アクツ リオン 161 50栃木南支部 阿久津 理音
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 12歳男子 +55kg　Boys KUMITE 12 yr +55㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

キムラ コウセイ 164 59

モリヤマ ソウタ 172 72475 神奈川川崎中央支部 森山 蒼太

476 本部直轄柏･松戸道場 柴田 龍希 シバタ リュウキ 165 94

ミゾグチ ユウゴ 164 73478 大阪東南支部 溝口 夕護

479 千葉北支部 鶴岡 梓磨 ツルオカ アズマ 170 70

クマザキ ハルタロウ 155 56480 東京城西世田谷東支部 熊崎 温太郎

481 東京城西国分寺支部 川嵜 晴斗 カワサキ ハルト 160 61

ヒラオカ ユウキ 154 66482 千葉南支部 平岡 佑基

483 東京城北支部 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 158 57

サエキ リュウゲン 167 66484 郷田道場 佐伯 隆玄

485 神奈川西湘支部 髙橋 龍之丞 タカハシ リュウノスケ 160 56

ミカミ ヨシハル 161 56486 東京城西支部 三上 義晴

487

東京城西世田谷東支部 織本 大嵩

神奈川横浜北支部 木村 皇成

ユギ タカト 170 56

488

埼玉春日部道場 由木 嵩人489

オリモト ヒロタカ 170 55

茨城支部 野口 真彦490

神奈川川崎中央支部 中條 鯨491

千葉中央支部 江澤 隼翔492

493

エザワ ハヤト 160 56

494

クボ カナメ 160 56

栃木南支部 廣瀬 征良

東京城西世田谷東支部 久保 叶芽

ノグチ マサヒコ 162 59

チュウジョウ イサナ 162 56

ヒロセ マサヨシ 165 63

477 栃木北支部 高久 魁仁 タカク カイト 162 66
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 13歳14歳男子 -50kg　Boys KUMITE 13 ＆ 14 yr -50㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

495 神奈川横浜東支部 吉濵 つばる ヨシハマ ツバル 156 47

ワダ  カズマ 158 49496 神奈川横浜港南支部 和田 知磨

497 茨城支部 武田 徳心 タケダ トクシン 168 49

サイトウ トクマ 167 45498 千葉下総支部 齋藤 徳眞

499 愛媛中央支部 西崎 竜志 ニシザキ リュウシ 167 48

サトウ カズヤ 165 50500 神奈川横浜港南支部 佐藤 良弥

501 神奈川横浜東支部 林 由唯 ハヤシ ユイ 153 49

カワアイ ヒカル 165 50502 群馬東支部 川合 輝

503 愛知名古屋支部 峯澤 依良 ミネザワ イラ 163 44

ミツオ リオン 158 45504 東京城南京浜支部 三尾 理音

505 東京城北支部 藤田 斗哉 フジタ トウヤ 154 47
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 13歳14歳男子 -60kg　Boys KUMITE 13 ＆ 14 yr -60 ㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

506 神奈川横浜東支部 関 恵都 セキ ケイト 172 56

ナカジマ ダイスケ 172 54507 神奈川西湘支部 中島 大輔

508 奈良支部 永田 隼晟 ナガタ ジュンセイ 170 60

ナカダチ イブキ 169 53509 千葉北支部 中達 伊吹

510 神奈川川崎中央支部 浅尾 龍孜 アサオ リュウシ 165 52

トコロ テッタ 169 56511 東京城北支部 所 哲太

512 大阪南支部 山田 貴紀 ヤマダ アツキ 166 57

ムラカミ リョウ 175 55513 総本部岩手道場 村上 綾

514 岐阜支部 田口 煌造 タグチ コウゾウ 169 58

ナカヤマ ヒトシ 159 56515 東京城西国分寺支部 中山 仁

516 石川支部 大杉 威生 オオスギ イオ 163 57

ウエダ コトノスケ 161 54517 東京城北支部 上田 琴乃助

518 岐阜支部 西松 英良 ニシマツ アキラ 164 52

カドタ レイ 160 59519 愛知東南支部 門田 怜

520 神奈川横浜港南支部 耕田 真之 コウダ サネユキ 160 51

ヨネミツ イリヤ 169 51521 東京城北支部 米満 依里弥

522 東京城西国分寺支部 小山内 龍矢 オサナイ リュウヤ 167 56

イトウ アキヒサ 168 56523 真正会 伊東 晃玖

524 神奈川横浜北支部 佐藤 寛太 サトウ カンタ 158 53

シライシ ライト 156 54525 愛媛中央支部 白石 頼斗

526 栃木南支部 知久 拓真 チク タクマ 163 53

モリタ ケンシロウ 169 53527 千葉下総支部 森田 拳士朗

528 東京城北支部 川本 陽翔 カワモト ハルト 170 58

フジタ ルカ 169 59529 東京城西国分寺支部 藤田 流可

タカハシ リキ 170 59530 神奈川横浜東支部 高橋 俐生
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 13歳14歳男子 +60kg　Boys KUMITE 13 ＆ 14 yr +60 ㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

カトウ ソウマ 171 70531 東京城西世田谷東支部 加藤 颯真

532 長野支部 青木 悠真 アオキ ハルマ 170 68

マエダ リュウタロウ 169 85533 千葉下総支部 前田 龍太朗

534 栃木南支部 早乙女 慶多 ソウトメ ケイタ 166 85

サカイ マサヨシ 165 63535 神奈川川崎中央支部 坂井 誠慶

536 北海道函館支部 金津 大和 カナツ ヤマト 173 63

スエガラ ショウマ 161 62537 埼玉北支部 末柄 将真

538 神奈川横浜北支部 安藤 仁敬 アンドウ ジンケイ 158 65

モリ ダイキ 170 70539 神奈川横浜北支部 森 大拳

540 長野支部 山口 悠空 ヤマグチ スカイ 164 68

オイカワ アキラ 173 75541 本部直轄船堀道場 及川 昊晄

542 新潟南道場 田中 誉人 タナカ ヨシト 173 74

オギノ マコト 172 96543 千葉下総支部 荻野 真

544 石川支部 大川 愛介 オオカワ アイスケ 174 107

マツナガ ルーク 173 86545 神奈川横浜東支部 マツナガ 龍琥

546 東京城西世田谷東支部 橋田 裕彦 ハシダ ヒロヒコ 183 76
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 12歳女子 -45kg　Girls KUMITE 12yr -45㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

ハギワラ レナ 153 44547 東京城北支部 萩原 礼菜

548 神奈川横浜東支部 高橋 里誓 タカハシ リチカ 157 43

ニシモト アカリ 142 35549 広島支部 西本 あかり

550 東京城北支部 村古 真優 ムラコ マユ 149 41

イケダ ココワ 157 45551 東京城北支部 池田 心和

552 東京城西世田谷東支部 加藤 愛唯 カトウ メイ 146 35

マエダ シズク 159 43553 東京城西国分寺支部 前田 雫

554 群馬東支部 岸田 風穂 キシダ カホ 156 43
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 12歳女子 +45kg　Girls  KUMITE 12yr +45㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

555 京都支部 土手 結愛 ドテ ユイナ 160 46

556 東京城北支部 藤本 絵美 フジモト エミ 168 50

557 千葉北支部 森 遥海 モリ ハルカ 164 60

558 栃木南支部 斉藤 由奈 サイトウ ユナ 155 52
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 13歳~14歳女子 -45kg　Girls KUMITE 13～14 yr -45㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

ムラコ ミユ 152 44559 東京城北支部 村古 心優

560 神奈川大和支部 千葉 香 チバ カオリ 154 45

フクナガ ワカ 152 40561 山梨支部 福永 和香

562 総本部岩手道場 伊藤 心結 イトウ ミユウ 157 43

サトウ ミチ 156 42563 神奈川横浜東支部 佐藤 未知

564 総本部岩手道場 伊藤 玲心 イトウ レミ 147 38

ツチヤ クルミ 150 42565 群馬東支部 土屋 くるみ

566 茨城中央支部 柴沼 ほのん シバヌマ ホノン 151 43
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 13歳~14歳女子 +45kg　Girls KUMITE 13～14 yr +45㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

オカノ ユイ 160 69567 茨城支部 岡野 結衣

568 栃木南支部 足立 琉依奈 アダチ ルイナ 159 52

トリス サヤ 159 47569 東京城西世田谷東支部 鳥巣 爽

570 奈良支部 弓場 彩香 ユバ アヤカ 155 57

ナカノ リコ 159 56571 東京城西国分寺支部 中野 理子

572 総本部岩手道場 佐々木 このみ ササキ コノミ 170 59

サカタ ソラ 162 53573 東京城西世田谷東支部 坂田 想空

574 兵庫西支部 上田 樹那 コウダ ジュナ 156 51

モトヤマ アスカ 165 51575 神奈川川崎中央支部 本山 愛寿香

576 栃木北支部 高久 倖愛 タカク ユア 155 63

ササキ カンナ 163 56577 総本部岩手道場 佐々木 かんな

578 東京城北支部 中尾 杏 ナカオ キョウ 168 65

28 / 48



 15歳男子 -60kg　Boys KUMITE 15 yr -60㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

ハンザワ ソウマ 167 57579 茨城支部 半澤 壮磨

580 東京城北支部 小池 陸 コイケ リク 175 60

サトウ ハルカゼ 172 58581 青森支部 佐藤 晴風

582 東京城東小岩支部 黒沢 蓮 クロサワ レン 165 53

ソリマチ コウタ 174 57

583

東京城北支部 反町 洸太

シモムラ リョウタロウ 174 59584 東京城東葛西支部 下村 涼太郎

コバヤシ リュウ 165 59585 東京城西国分寺支部 小林 竜

イワサキ カナタ 165 56586 神奈川横浜北支部 岩崎 奏汰

カトウ リョウセイ 165 59587 神奈川横浜東支部 加藤 竜成

588

東京城北支部 和久 大峨 ワク タイガ 159 59
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 15歳男子 -70kg　Boys KUMITE 15 yr -70㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

589 東京城北支部 藤田 珀斗 フジタ ハクト 173 64

590 長野支部 塩﨑 快翔 シオザキ カイト 170 63

591 東京城西国分寺支部 藤田 陽央 フジタ ヨウ 178 64

592 東京城西国分寺支部 安藤 優泰 アンドウ ユウダイ 178 69

593 石川支部 大杉 羅尉 オオスギ ライ 169 67

594 茨城中央支部 大野 優心 オオノ ヒロト 170 70
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 15歳男子 +70kg　Boys KUMITE 15 yr +70㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

595 愛知名古屋支部 木山 獅勇 キヤマ シユウ 183 92

スズキ カナル 180 72596 東京城西支部 鈴木 奏成

597 愛媛中央支部 杉本 啓道 スギモト タカミチ 175 74

クラバヤシ コウジロウ 173 70598 東京城西支部 倉林 幸次郎

599 東京城南京浜支部 大野 陽丘 オオノ ハルク 170 75

ニシダ タツヤ 177 71600 東京城北支部 西田 達也

601 青森支部 木戸 崇文 キド タカフミ 172 71
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ユースエリート16歳17歳男子 -60kg　Youth Elite Kumite 16 ＆ 17 yr -60㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

タカハシ アノン 168 60602 秋田支部 高橋 明暖

603 POLAND Kalita Wiktor カリタ ビクトル 177 59

ヨシノ ケイト 164 59604 千葉下総支部 吉野 渓斗

605 栃木南支部 阿久津 怜音 アクツ レイン 162 55

タケダ ハルト 167 47606 山形支部 武田 陽人

607 東京城北支部 関根 康太 セキネ コウタ 171 48

カワアイ ツバサ 171 60608 群馬東支部 川合 飛翔

609 茨城支部 大内 陽竜 オオウチ ヒリュウ 162 60
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ユースエリート16歳17歳男子 -70kg　Youth Elite Kumite 16 ＆ 17 yr -70㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

610 大阪南支部 赤崎 開次 アカザキ カイジ 163 69

アライ リョウヘイ 165 65611 神奈川横浜北支部 新井 遼平

612 静岡磐田見付道場 松永 伊織 マツナガ イオリ 175 64

ゼレフ サムイル 185 69613 BULGARIA ZHELEV SAMUIL

614 東京城西世田谷東支部 鈴木 龍之介 スズキ リュウノスケ 177 66

タカムラ アキト 175 67615 東京城西国分寺支部 高村 秋翔

616 山口支部 佐伯 聖翔 サエキ マサト 164 69

イトウ ヤスヒロ 179 64617 真正会 伊東 靖泰

618 愛知名古屋支部 桐澤 陽 キリサワ アキラ 173 70

イシダ タクミ 164 65619 東京城北支部 石田 拓巳

620 GUAM Quidachay Caleb キダチャイ カレブ 162 64

アダチ リョウマ 177 69621 東京城東小岩支部 足立 稜真

モリ タカト 170 70622 神奈川川崎中央支部 森 天斗
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ユースエリート16歳17歳男子 -80kg　Youth Elite Kumite 16 ＆ 17 yr -80㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

623 東京城西世田谷東支部 橋田 陽彦 ハシダ ハルヒコ 185 74

624 総本部札幌道場 金子 虎太郎 カネコ コタロウ 173 72

625 神奈川川崎中央支部 木村 祐大 キムラ ユウタ 180 75

626 秋田支部 山田 拳士 ヤマダ ケンシ 172 79

627 総本部道場 越智 大和 オチ ヤマト 176 71
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 15歳~17歳女子 -50kg　Girls KUMITE 15～17 yr -50㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

628 神奈川横浜東支部 高橋 那雪 タカハシ ナユキ 160 50

カワカミ マサキ 157 49629 栃木南支部 川上 舞咲

630 群馬東支部 塚越 若菜 ツカゴシ ワカナ 155 49

オバラ イチカ 157 49631 総本部岩手道場 小原 一花

632 静岡富士支部 前川 貴和女 マエカワ キワメ 151 49

モトヤマ シオリ 154 49633 神奈川川崎中央支部 本山 詩織

634 POLAND Lipiec Klaudia リピエッツ クラウディア 168 49

オオダテ アズキ 165 49635 東京城西世田谷東支部 大舘 杏紀

トコロ ハナ 155 50636 東京城北支部 所 羽奈
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 15歳~17歳女子 +50kg　Girls KUMITE 15～17 yr +50㎏

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

637 東京城西支部 福永 ゆら フクナガ ユラ 155 56

オオガキ ルリ 152 51638 福島地区道場 大柿 瑠凛

639 東京城西世田谷東支部 池田 心結 イケダ ミユ 159 52

スズキ チシノ 164 54640 東京城南池上支部 鈴木　 千凌

641 群馬東支部 松村 宙花 マツムラ ソラカ 159 65

ツボカワ サツキ 163 52642 山梨支部 坪川 咲月

643 東京城西国分寺支部 森岡 優海 モリオカ ユウミ 165 53
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 18歳以上女子　Women +18yrs

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

646 静岡富士支部 立箱 由佳 タテバコ ユカ 160 60

50645 秋田支部 櫻田 まどか サクラダ マドカ 158

165 55イシダ レイナ644 本部直轄浅草・神田道場 石田 麗奈
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 35歳~39歳男子 -70kg　Senior KUMITE  35～39 yr -70kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

647 東京城北支部 増原 雄司 マスハラ ユウジ 170 68

648 総本部代官山道場 尾本 和哉 オモト カズヤ 160 65

649 東京城西支部 犬塚 翔太 イヌヅカ ショウタ 165 70

650 東京城西支部 黒岩 幹也 クロイワ カンヤ 165 70

651 京都支部 谷口 竜介 タニグチ リョウスケ 168 70

652 総本部代官山道場 林 修司 ハヤシ シュウジ 167 68
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 35歳~39歳男子 -80kg　Senior KUMITE  35～39 yr -80kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

653 千葉北支部 中村 俊介 ナカムラ シュンスケ 173 78

654 東京城西国分寺支部 高村 慶介 タカムラ ケイスケ 175 80

655 千葉中央支部 渡辺 昌道 ワタナベ マサミチ 169 74

656 神奈川川崎中央支部 足立 彰紀 アダチ アキノリ 176 76

657 兵庫西支部 山田 浩人 ヤマダ ヒロト 170 73
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 40歳~44歳男子 -70kg　Senior KUMITE  40 ~ 44 yr -70kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

カジタ アキヒロ 172 70658 愛媛中央支部 梶田 明宏

659 東京城北支部 小河 直樹 オガワ ナオキ 183 69

キムラ アキラ 170 70660 東京城東北千住支部 木村 章

661 埼玉中央支部 矢部 貴也 ヤベ タカヤ 173 70

イイジマ ジンイチ 172 69662 東京城北支部 飯島 甚一

663 山梨支部 黒田 範彦 クロダ ノリヒコ 166 64

ツボイ シンヤ 160 67664 東京城北支部 坪井 信也

665 群馬東支部 新井 隆宏 アライ タカヒロ 167 67

アンドウ ノボル 165 68666 神奈川湘南支部 安道 ﾉﾎﾞﾙ

オカダ ユウ 170 69667 東京城南目黒中央支部 岡田 優
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 40歳~44歳男子 -80kg　Senior KUMITE  40 ~ 44 yr -80kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

668 千葉北支部 外薗 大輔 ホカゾノ ダイスケ 177 77

669 愛知名古屋支部 天野 朝之 アマノ トモユキ 174 74

670 大阪南支部 田中 則雄 タナカ ノリオ 170 80

671 東京城西国分寺支部 高木   正太 タカギ ショウタ 168 80
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 40歳~44歳男子 +80kg　Senior KUMITE  40 ~ 44 yr +80kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

672 東京城西世田谷東支部 益田 高之 マスダ タカユキ 175 87

スズキ アツシ 182 92673 総本部道場 鈴木 敦

674 総本部新潟中央道場 菅家 誠也 カンケ トモヤ 179 97

ナカジョウ タケシ 183 87675 東京城西世田谷東支部 中城 毅

676 東京城北支部 新里 隆幸 シンザト タカユキ 181 93

ペトコフ ブラゴベスト 187 87677 USA Petkov Blagovest

678 北大阪支部 髙木 大地 タカギ ダイチ 175 94
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 45歳~49歳男子 -70kg　Senior KUMITE  45～49 yr -70kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

オバタ タダシ 176 69679 神奈川川崎中央支部 小幡 匡志

680 京都支部 伊敷 芳英 イシキ ヨシヒデ 165 70

タナカ セイジ 172 70693 東京城北支部 田中 誠司

682 茨城支部 川上 裕之 カワカミ ヒロユキ 169 70

ユアサ モトヒロ 160 63683 東京城東北千住支部 湯浅 元博

684 山形支部 大木 大輔 オオキ ダイスケ 175 66

アダチ ソウキ 171 69685 神奈川横浜北支部 足立 壮毅

686 静岡瀬名道場 曽根 五月 ソネ サツキ 170 69

ハギワラ ノリヨシ 168 68687 総本部代官山道場 萩原 規善

688 東京城北支部 髙尾 良彦 タカオ ヨシヒコ 175 70

シゲタ ケンジ 167 67689 東京城西支部 繁田 健司

690 東京城西世田谷東支部 板倉 隆宏 イタクラ タカヒロ 173 70

オキツ ユタカ 170 65691 神奈川川崎中央支部 興津 穰

692 神奈川横浜北支部 大西 秀治 オオニシ ヒデハル 173 67

ヒロサワ ケンシン 163 69681 東京城北支部 廣澤 賢臣

694 東京城南池上支部 善德　 栄二朗 ゼントク エイジロウ 173 68
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 45歳~49歳男子 -80kg　Senior KUMITE  45～49 yr -80kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

697 ナラ ジュン 170 76

695 本部直轄四谷･飯田橋道場 水越 輝幸 ミズコシ テルユキ 176 73

イデ ユウイチ 174 80696 東京城西国分寺支部 井手 雄一

698

富山支部 鞍橋 渉

701

北海道札幌東支部 駒澤 剛

702

東京城西下北沢・町田支部 塩田 亮

700

東京城西支部 奈良 潤

ホンダ アキヒロ 171 79

699

埼玉中央支部 本田 昭裕

神奈川横浜東支部 岩谷 敏広 イワヤ トシヒロ 179 76

コマサワ タケシ 175 79

シオタ マコト 171 75

タカサカ ナオキ 172 76

703

東京城西国分寺支部 高坂 直樹

クラハシ ワタル 175 77

ナカズル ヨシオミ 170 78704 東京城西支部 中水流 嘉臣
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 45歳~49歳男子 +80kg　Senior KUMITE  45～49 yr +80kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

マトゥルスキ トマシュ 182 90

705

POLAND Maturski Tomasz

706 POLAND Partus Marek

イシイ テツヤ 173 88

707

神奈川横浜北支部 石井 鉄也

708

岡山西支部 薮井 祐也

イイダ カズヨシ 180 88

709

東京城西世田谷東支部 飯田 一義

712

フジワラ マサシ 180 95

710

ミヤモト シュウジ 179 95

大阪なみはや支部 辻 信一

タチカワ セイジ 182 86

パルトゥス マレク 185 103

713

総本部代官山道場 宮本 周治

ツジ シンイチ 171 84

711

神奈川横浜北支部 竹﨑 浩史

神奈川川崎中央支部 藤原 将

東京城北支部 立川 誠治

タケザキ ヒロフミ 170 115

ミヤケ コウタロウ 185 88

ヤブイ ユウヤ 182 90

715

本部直轄四谷･飯田橋道場 三宅 講太朗

716 本部直轄浅草・神田道場 坂井 寿史

714

サカイ ヒサシ 177 97
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 50歳以上男子 -70kg　Senior KUMITE  +50yr -70kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

717 神奈川横浜港南支部 小椋 洋石 オグラ ヒロシ 175 69

マツモト ユウジ 168 60718 本部直轄四谷･飯田橋道場 松本 祐二

719 神奈川横浜北支部 野見山 和久 ノミヤマ カズヒサ 161 68

ウダガワ ケイ 172 70720 本部直轄浅草・神田道場 宇田川 桂人

721 東京城南目黒中央支部 金子 祐一郎 カネコ ユウイチロウ 168 68

ミハシ シンジ 171 68723 大阪天満道場 三橋 進二

724 千葉北支部 山田 喜一 ヤマダ ノブカズ 171 68

トツカ ケン 170 69725 静岡瀬名道場 戸塚 謙

726 神奈川川崎中央支部 小寺 英志 コデラ エイジ 179 70

フルワタ ヨシヒト 174 70727 茨城中央支部 古渡 佳人

728 総本部道場 高根 昭仁 タカネ アキヒト 167 68

ワカバヤシ タイチ 168 69729 東京城北支部 若林 太一

730 真正会 長富 要 ナガトミ カナメ 168 70

ニシダ ミツノブ 168 70731 東京城北支部 西田 光伸

732 長野支部 安田 正幸 ヤスダ マサユキ 161 68

スズキ タケヒコ 165 69733 東京城西支部 鈴木 武彦

タケモト カツユキ 174 68

734 本部直轄柏･松戸道場 芳野 仁一

アリモト マサノリ 169 70722 千葉下総支部 有元 雅則

ヨシノ ジンイチ 175 70

シミズ コウイチ 165 70735 総本部所沢道場 清水 浩一

737 本部直轄浅草・神田道場 島田 松三

736 栃木南支部 竹本 勝行

シマダ ショウゾウ 173 66

イイジマ マサヒロ 180 68738 東京城西国分寺支部 飯島 昌宏

739 宮城仙台道場 工藤 幸夫 クドウ ユキオ 165 66

カトウ ユウサク 170 69740 総本部代官山道場 加藤 雄作

741 神奈川横浜港南支部 伊藤 勉 イトウ ツトム 162 58

モリ ヒロフミ 167 54742 千葉下総支部 森 博文

743 神奈川川崎中央支部 大和 宏樹 オオワ ヒロキ 170 70
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 50歳以上男子 -80kg　Senior KUMITE  +50yr -80kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

750 アザガミ ケイ 175 75

744 総本部代官山道場 田口 剛章 タグチ タカアキ 182 73

ノムラ トモユキ 176 74745 静岡瀬名道場 野村 智之

746 東京城北支部 本多 将俊 ホンダ マサトシ 175 73

カトウ シン 173 75747 富山支部 嘉藤 伸

748 東京城北支部 廣田 宗宣 ヒロタ ムネノリ 173 77

ナガノ ツヨシ 170 79749 総本部道場 永野 剛

751 総本部川口道場 矢能 学

東京城西支部 阿座上 圭

ヤノウ マナブ 175 75

ウメシタ トモヒロ 169 79752 神奈川西湘支部 梅下 智弘

753 東京城西支部 旗手 浩 ハタテ ヒロシ 176 72

ヒガサ タカヒロ 173 77754 東京城北支部 樋笠 孝博

755 東京城西国分寺支部 渡邊 能行 ワタナベ ヨシユキ 170 79

サタ ヒロキ 167 75756 総本部道場 佐田 宏喜

757 本部直轄四谷･飯田橋道場 石橋 浩 イシバシ ヒロシ 177 79

ハッタ ヤスアキ 181 77758 総本部道場 八田 安章

759 東京城西世田谷東支部 神代 慎一 クマシロ シンイチ 173 78

タニグチ ケイスケ 173 75760 東京城北支部 谷口 敬介

アイザワ カズヨシ 173 73761 神奈川川崎中央支部 相澤 一賀
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 50歳以上男子 +80kg　Senior KUMITE  +50yr +80kg

ゼッケン番号 所属 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 身長 体重

スガイ テツオ 187 93762 東京城西国分寺支部 菅井 哲夫

763 石川支部 多造 正信 タゾウ マサノブ 171 86

カワタ タカシ 173 98764 北大阪支部 河田 隆

765 東京城西世田谷東支部 近藤 太郎 コンドウ タロウ 177 93

キクチ カツノリ 176 97766 東京城北支部 菊地 克典

767 大阪天満道場 中野 哲弥 ナカノ テツヤ 168 81

ユン シコウ 178 84768 東京城西世田谷東支部 尹 志煌

769 三重東道場 潮崎 泰 シオザキ ヤスシ 175 84

オガタ タダヨシ 184 87770 本部直轄柏･松戸道場 尾形 忠由

771 東京城西世田谷東支部 長嶋 一茂 ナガシマ カズシゲ 182 88

スズキ シゲル 177 88772 東京城北支部 鈴木 茂

773 愛知名古屋支部 新宮 優二 シングウ ユウジ 181 97

アリタ テルユキ 176 81774 東京城西支部 有田 晃之

775 大阪なみはや支部 北畠 正寛 キタバタケ マサヒロ 178 94

モリ ヨシカズ 173 81776 総本部札幌道場 森 義和

777 東京城西国分寺支部 上原 真仁 ウエハラ マサト 179 88

マツモト タツヤ 172 84778 神奈川横浜北支部 松本 龍也

キタムラ ノブヒロ 186 92779 神奈川横浜東支部 北村 伸宏
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