
6歳(小学1年生男女混合)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

1 徳島支部・岡山南支部 山下 桜芽 ﾔﾏｼﾀ ｵﾄﾒ

2 東京城南池上支部 阿部　友奏 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ

3 川崎中原支部 佐藤 愛瑠 ｻﾄｳ ｱｲﾙ

4 本部直轄浅草・柏・神田・松戸・三郷・草加・船堀道場 井上 恵水 ｲﾉｳｴ ｴﾐﾅ

5 石川支部 上段　結愛 ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ﾕｲﾘ

6 京都支部 藤原 煌介 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ

7 京都支部 中谷 仁紀 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞﾝｷ

8 京都支部 石田 蒼馬 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ

9 大阪なみはや支部 山内 袈蓮 ﾔﾏｳﾁ ｶﾚﾝ

10 本部直轄仙台道場 笹島　淳平 ｻｻｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

11 名古屋中央支部 村瀬 海琳 ﾑﾗｾ ｶｲﾘ

12 宮崎支部 新内 一平 ｼﾝｳﾁ ｲｯﾍﾟｲ



7歳〜8歳(小学2〜3年生男女混合)
ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

13 静岡駿河支部 鯨岡 瞬 ｸｼﾞﾗｵｶ ｼｭﾝ
14 静岡駿河支部 木戸 彪翔 ｷﾄﾞ ﾀｹﾙ
15 静岡駿河支部 海野 太飛 ｳﾝﾉ ﾀｲﾄ
16 徳島支部・岡山南支部 藤田 和奏 ﾌｼﾞﾀ ﾜｶﾅ
17 東京城北支部 小池　空 ｺｲｹ ｿﾗ
18 広島県支部 加納 巧大 ｶﾉｳ ｺｳﾀﾞｲ
19 千葉県北支部 髙木　斗護 ﾀｶｷﾞ ﾄｳﾏ
20 千葉県北支部 三冨　龍之介 ﾐﾄﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ
21 千葉県北支部 髙鹿 飛鳥 ｺｳﾛｸ ｱｽｶ
22 千葉県北支部 吉田　真優 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ
23 下総支部 辻　将真 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾏ
24 石川支部 長戸　夢芽 ﾁｮｳﾄ ﾕﾒ
25 石川支部 上段　奏太 ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ｶﾅﾀ
26 香川・岡山西支部 富家　類 ﾄﾐｲｴ ﾙｲ
27 香川・岡山西支部 富家　望 ﾄﾐｲｴ ﾉｱ
28 城東北千住・舎人・西葛西・聖支部 宮本 大幹 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｷ
29 富山支部 松本  愛珠 ﾏﾂﾓﾄ  ｱｲｼﾞｭ
30 京都支部 石田 大河 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ
31 横浜北支部 岩本 陽太 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳﾀ
32 秋田支部 鎌田　結 ｶﾏﾀﾞ ﾕｲ
33 東京城西支部 川合 貫太郎 ｶﾜｲ ｶﾝﾀﾛｳ
34 鹿児島支部 中島　大地 ﾅｶｼﾏ ﾘｸ
35 鹿児島支部 有馬　尚志 ｱﾘﾏ ﾅｵﾄ
36 愛知東南・知多支部 篠原 尚都 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾄ
37 横浜東支部 斉藤 健心 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ
38 宮崎支部 新名 寧々花 ﾆｲﾅ ﾈﾈｶ
39 長野支部 芳川 蓮 ﾖｼｶﾜ ﾚﾝ
40 長崎県支部 内田 希優 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾋﾛ
41 本部直轄代官山道場 西田 翔 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ
42 本部直轄代官山道場 小林 龍世 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ



9歳(小学4年生男女混合)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ
43 福岡西支部 髙城　優太朗 ﾀｷ ﾕｳﾀﾛｳ
44 静岡駿河支部 鯨岡 頼輝 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾗｲｷ
45 徳島支部・岡山南支部 山下 陽芽 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾒ
46 川崎溝口支部 三浦 桜來 ﾐｳﾗ ｻﾗ
47 群馬東支部 小松 蒼空 ｺﾏﾂ ｿﾗ
48 広島県支部 星野 爽風 ﾎｼﾉ ｿﾖｶ
49 千葉県北支部 松田　龍之介 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
50 千葉県北支部 小池　瑛太 ｺｲｹ ｴｲﾀ
51 下総支部 石崎　煌雄 ｲｼｻﾞｷ ｷﾗﾀｶ
52 石川支部 松本　一亜 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱ
53 京都支部 青山　東生 ｱｵﾔﾏ ﾄｷ
54 奈良支部 堀　樹夏 ﾎﾘ ｼﾞｭﾅ
55 奈良支部 弓場　彩香 ﾕﾊﾞ ｱﾔｶ
56 本部直轄仙台道場 笹島　康之介 ｻｻｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ
57 東京城西支部 和田　有功 ﾜﾀﾞ ｱﾙｸ
58 東京城西支部 江島 晴陽 ｴｼﾏ ﾊﾙﾋ
59 東京城西支部 川合 晋之涼 ｶﾜｲ ｼﾝﾉｽｹ
60 東京城西支部 秋葉 颯貴 ｱｷﾊﾞ ｻﾂｷ
61 鹿児島支部 寺園　悠斗 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾕｳﾄ
62 鹿児島支部 西ノ原　藍斗 ﾆｼﾉﾊﾗ ｱｲﾄ
63 鹿児島支部 入佐　僚 ｲﾘｻ ﾘｮｳ
64 名古屋中央支部 小西 凌央 ｺﾆｼ ﾘｮｳ
65 宮崎支部 寺田　海南士 ﾃﾗﾀﾞ ｶﾅﾄ
66 高知県支部・桟橋・香美・野市・南国 山下　さくら子 ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾗｺ
67 本部直轄代官山道場 尾上 玄樹 ｵﾉｴ ｹﾞﾝｷ
68 総本部 野﨑 結夏 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ



10歳(小学5年生男女混合)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ
69 愛媛県支部松山・西条・新居浜道場 藤上 弦樹 ﾌｼﾞｶﾐ ｹﾞﾝｷ
70 大阪東南支部 田中　佑樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
71 川崎溝口支部 玉野 祥大 ﾀﾏﾉ ｼｮｳﾀ
72 千葉県北西支部 寒川　巧夢 ｶﾝｶﾞﾜ ﾀｸﾑ
73 川崎中原支部 村上 晄乃進 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾉｼﾝ
74 東京城北支部 藤田 珀斗 ﾌｼﾞﾀ ﾊｸﾄ
75 東京城北支部 堀井 爽帆 ﾎﾘｲ ｻﾎ
76 東京城北支部 石川　友亜 ｲｼｶﾜ ﾕｱ
77 千葉県北支部 井戸本　七星 ｲﾄﾞﾓﾄ ﾅﾅｾ
78 千葉県北支部 八木沼 蒼瑠 ﾔｷﾞﾇﾏ ｱｲﾙ
79 千葉県北支部 駒井　陸太朗 ｺﾏｲ ﾘｸﾀﾛｳ
80 千葉県北支部 吉田　剛 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ
81 岐阜支部 松尾　彰久 ﾏﾂｵ ｱｷﾋｻ
82 岐阜支部 村上　顕光 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾐﾂ
83 京都支部 鈴木 隆斗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ
84 神奈川相模原支部 小川　愛果 ｵｶﾞﾜ ｱｲｶ
85 横浜川崎支部 伊藤　真生 ｲﾄｳ ﾏｻｷ
86 奈良支部 谷　幸輝 ﾀﾆ ｺｳｷ
87 奈良支部 北門　皐々音 ｷﾀﾓﾝ ｺｺﾈ
88 大阪なみはや支部 小嶺 結香 ｺﾐﾈ ﾕｶ
89 大阪なみはや支部 渡邊　美桜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ
90 本部直轄仙台道場 永沢　梨花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｶ
91 東京城西支部 中水流 梨央 ﾅｶｽﾞﾙ ﾘｵ
92 東京城西支部 村上 仁香 ﾑﾗｶﾐ ﾆｺ
93 鹿児島支部 中原　龍磨 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾏ
94 鹿児島支部 安藤　迅矢 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝﾔ
95 愛知東南・知多支部 篠原 悠希 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｷ
96 千葉県中央支部 冨澤　奨瑛 ﾄﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｴｲ
97 宮崎支部 岩井 彩築 ｲﾜｲ ｻﾂｷ
98 熊本県支部 久冨木 萌楓 ｸﾌﾞｷ ﾎﾉｶ
99 本部直轄三重津・朝日道場 笠田　星成 ｶｻﾀﾞ ｾﾅ



11歳(小学6年生男女混合)
ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

100 北大阪支部 高階 伎世 ﾀｶﾊｼ ｷｾ
101 静岡県西遠支部 佐藤 香夏子 ｻﾄｳ ｶﾅｺ
102 東京城北支部 高山　恵 ﾀｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
103 東京城北支部 三宅　一颯 ﾐﾔｹ ｲｯｻ
104 本部直轄浅草・柏・神田・松戸・三郷・草加・船堀道場 井上 希羽 ｲﾉｳｴ ﾉﾉﾊ
105 千葉県北支部 古川　開登 ﾌﾙｶﾜ ｶｲﾄ
106 千葉県北支部 三冨　詩花 ﾐﾄﾐ ｳﾀｶ
107 千葉県北支部 渡部　蒼羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊﾞ
108 千葉県北支部 荒井　勇人 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ
109 下総支部 荻野　八真斗 ｵｷﾞﾉ ﾔﾏﾄ
110 岐阜支部 山本　侑京 ﾔﾏﾓﾄ ｳｷｮｳ
111 石川支部 坂尻　桃音 ｻｶｼﾞﾘ ﾓﾓﾈ
112 香川・岡山西支部 北山　善 ｷﾀﾔﾏ ｾﾞﾝ
113 富山支部 小谷  真佑里 ｺﾀﾆ  ﾏﾕﾘ
114 京都支部 鳥井　亜美里 ﾄﾘｲ ｱﾐﾘ
115 京都支部 長谷川　宰 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｶｻ
116 京都支部 晝川　颯天 ﾋﾙｶﾜ ｿｳﾏ
117 京都支部 今坂　明都 ｲﾏｻｶ ﾐﾝﾄ
118 神奈川相模原支部 室岡　海優 ﾑﾛｵｶ ﾐﾋﾛ
119 本部直轄熊本県帯山道場 山室 雄道 ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳﾄﾞｳ
120 奈良支部 田岡　翔太 ﾀｵｶ ｼｮｳﾀ
121 城西世田谷東支部 伊藤　利紗 ｲﾄｳ ﾘｻ
122 秋田支部 六鎗　遥斗 ﾑﾔﾘ ﾊﾙﾄ
123 東京城西支部 福永 悠萊 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾗ
124 東京城西支部 小木戸 琉奈 ｺｷﾄﾞ ﾙﾅ
125 鹿児島支部 永江　憲星 ﾅｶﾞｴ ｹﾝｾｲ
126 横浜東支部 中島 夢空 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾗ
127 横浜東支部 斉藤 喜心 ｻｲﾄｳ ｷｼﾝ
128 宮崎支部 中村 音華 ﾅｶﾑﾗ ｵﾄﾊ
129 栃木県南支部 内藤 麻琴 ﾅｲﾄｳ ﾏｺﾄ
130 長崎県支部 内田 翔英 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳｴｲ
131 岡山東支部 大森 悠太郎 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ
132 大阪西支部 田中　志侑 ﾀﾅｶ ｼﾕｳ



12歳〜14歳(男子中学生男子)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

133 愛媛県支部松山・西条・新居浜道場 曽我部 圭斗 ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲﾄ

134 千葉県北西支部 千葉　優斗 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ

135 千葉県北支部 柴崎 匠魅 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｸﾐ

136 千葉県北支部 高鹿 大和 ｺｳﾛｸ ﾔﾏﾄ

137 千葉県北支部 青柳　龍誠 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｭｳｾｲ

138 横浜北支部 貞宗 亮汰 ｻﾀﾞﾑﾈ ﾘｮｳﾀ

139 奈良支部 福西　賢士 ﾌｸﾆｼ ｹﾝｼ

140 秋田支部 福田　啓太 ﾌｸﾀﾞ ｹｲﾀ

141 東京城西支部 佐藤 祐 ｻﾄｳ ﾀｽｸ

142 東京城西支部 小木戸 瑛斗 ｺｷﾄﾞ ｴｲﾄ

143 鹿児島支部 角井　力 ｶｸｲ ﾁｶﾗ

144 鹿児島支部 奥村　匡太 ｵｸﾑﾗ ｷｮｳﾀ

145 千葉県中央支部 佐久間　大典 ｻｸﾏ ﾋﾛﾉﾘ

146 宮崎支部 吉田　和桜 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ

147 栃木県南支部 加藤 祐太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ

148 大阪南 吉川　蓮 ﾖｼｶﾜ ﾚﾝ

149 長野支部 新井　仁 ｱﾗｲ ｼﾞﾝ

150 長野支部 芳川 凱斗 ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ

151 長崎県支部 田川　克樹 ﾀｶﾞﾜ ｶﾂｷ

152 愛知県東三河支部 佐藤　勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

153 総本部 野﨑 篤彦 ﾉｻﾞｷ ｱﾂﾋｺ



12歳〜14歳女子(中学生女子)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

154 千葉県南支部 吉田 暁葉 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾊ

155 千葉県北支部 石原　ありす ｲｼﾊﾗ ｱﾘｽ

156 下総支部 依田　結梨 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾘ

157 下総支部 鵜沢　菜南 ｳｻﾞﾜ ﾅﾅ

158 茨城県常総支部 鈴木　みこと ｽｽﾞｷ ﾐｺﾄ

159 京都支部 大西 千雅 ｵｵﾆｼ ﾁｶﾞ

160 奈良支部 神山　藍伽 ｶﾐﾔﾏ ｱｲｶ

161 奈良支部 水口　楓 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｴﾃﾞ

162 城西世田谷東支部 今井　彩弥 ｲﾏｲ ｱﾔ

163 秋田支部 鎌田　希 ｶﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

164 秋田支部 池田　歩実 ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ

165 秋田支部 桜田　まどか ｻｸﾗﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

166 東京城西支部 小野 瑚呂菜 ｵﾉ ｺﾛﾅ

167 鹿児島支部 中園　花 ﾅｶｿﾞﾉ ﾊﾅ

168 鹿児島支部 隈元　結 ｸﾏﾓﾄ ﾕｲ

169 鹿児島支部 榎谷　吏織 ｴﾉｷﾀﾞﾆ ﾘｵ

170 愛知東南・知多支部 菅野　凜姫 ｽｶﾞﾉ ﾘｺ

171 横浜東支部 斉藤 乃愛 ｻｲﾄｳ ﾉｱ

172 高知県支部・桟橋・香美・野市・南国 田原　遥 ﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ

173 城西下北沢支部 廣田　愛喜 ヒロタ　アイキ



15歳〜34歳男子

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

174 山口支部 石﨑　文也 ｲｼｻﾞｷ ﾌﾐﾔ

175 徳島支部・岡山南支部 村原　嵩虎 ﾑﾗﾊﾗ ﾀｶﾄﾗ

176 静岡県西遠支部 金子　亮太 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀ

177 群馬西支部 久保　龍也 ｸﾎﾞ ﾘｭｳﾔ

178 千葉県北支部 古川　晴也 ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾔ

179 千葉県北支部 駒井　凜太朗 ｺﾏｲ ﾘﾝﾀﾛｳ

180 下総支部 小川　隼 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

181 下総支部 鈴木　瑠海 ｽｽﾞｷ ﾙｶ

182 京都支部 大西　竜司 ｵｵﾆｼ ﾘｭｳｼﾞ

183 京都支部 宮地　聡太郎 ﾐﾔﾁ ｿｳﾀﾛｳ

184 横浜北支部 伊藤　滉一郎 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

185 奈良支部 福西　隆生 ﾌｸﾆｼ ﾘｭｳｾｲ

186 鹿児島支部 南　統陽 ﾐﾅﾐ ﾄｳﾖｳ

187 高知県支部・桟橋・香美・野市・南国 藤本　彰虎 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾄ



15歳〜34歳女子

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

188 岐阜支部 後藤　彩花 ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ

189 石川支部 江戸 裕梨 ｴﾄﾞ ﾕﾘ

190 城東北千住・舎人・西葛西・聖支部 滝澤 胡桃 ﾀｷｻﾞﾜ ｸﾙﾐ

191 富山支部 小谷  夢加 ｺﾀﾆ  ﾕﾒｶ

192 富山支部 高木  美帆 ﾀｶｷﾞ  ﾐﾎ

193 富山支部 佐藤  優希 ｻﾄｳ  ﾕｳｷ

194 京都支部 宮地　ちひろ ﾐﾔﾁ ﾁﾋﾛ

195 神奈川相模原支部 古見　葵 ﾌﾙﾐ ｱｵｲ

196 本部直轄四谷・飯田橋・東松山・熊谷・秩父道場 武部　理央 ﾀｹﾍﾞ ﾘｵ

197 東京城西支部 福永 葵 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｵｲ

198 東京城西支部 高橋 萌 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ

199 鹿児島支部 有村　咲良 ｱﾘﾑﾗ ｻｸﾗ

200 宮崎支部 甲斐　美至 ｶｲ ﾐﾕｷ

201 本部直轄北越谷道場 高橋 美貴 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ



35歳以上男子

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

202 徳島支部・岡山南支部 三宅 義人 ﾐﾔｹ ﾖｼﾄ

203 静岡県西遠支部 辻田　久 ﾂｼﾞﾀ ﾋｻｼ

204 千葉県南支部 矢部 美文 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾌﾞﾐ

205 富山支部 坂井  克司 ｻｶｲ  ｶﾂｼ

206 福井支部 藤野　智 ﾌｼﾞﾉ ｻﾄﾙ

207 山形支部 吉田　浩一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

208 神奈川相模原支部 古谷　貴之 ﾌﾙﾔ ﾀｶﾕｷ

209 東京城南京浜支部 菅野 秀行 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞﾀｶ

210 城西世田谷東支部 宮本　朝延 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾉﾌﾞ

211 東京城西支部 阿部　仁士 ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ

212 東京城西支部 高澄 雅人 ﾀｶｽﾐ ﾏｻﾄ

213 鹿児島支部 外山　勇 ﾄﾔﾏ ｲｻﾑ

214 鹿児島支部 尾﨑　重尚 ｵｻﾞｷ ｼｹﾞﾋｻ

215 本部直轄札幌道場 森 義和 ﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ

216 本部直轄大阪中央道場 中野 哲弥 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ

217 本部直轄大阪中央道場 岡山 伸英 ｵｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

218 福島地区 菅野　森人 ｶﾝﾉ ﾓﾘﾄ

219 総本部 羽藤　精一 ﾊﾄｳ ｾｲｲﾁ

220 総本部 渡辺　洋介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ



35歳以上女子

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

221 東京城東支部 杉本 麻子 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｻｺ

222 城西国分寺支部 萩原 あかり ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｶﾘ

223 城東小岩支部 中町　裕子 ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｺ

224 東京城北支部 小林　久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ

225 本部直轄浅草・柏・神田・松戸・三郷・草加・船堀道場 田中 美奈子 ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ

226 本部直轄浅草・柏・神田・松戸・三郷・草加・船堀道場 田口 仁美 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ

227 本部直轄岩手道場 名郷根　幸枝 ﾅｺﾞｳﾈ ﾕｷｴ

228 石川支部 出口　佳代 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶﾖ

229 石川支部 榎本　佳子 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼｺ

230 大阪なみはや支部 足立 優里 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾘ

231 城西世田谷東支部 宮本　泉美 ﾐﾔﾓﾄ ｲｽﾞﾐ

232 鹿児島支部 有馬　千晴 ｱﾘﾏ ﾁﾊﾙ

233 長野支部 羽田　和美 ﾊﾀ ｶｽﾞﾐ

234 本部直轄代官山道場 村越　彩 ﾑﾗｺｼ ｱﾔ


