
番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51194 愛知県 水風会愛西 大野 心華 おおの こはな ア　都道府県対抗戦（小・中・高・一般混成チーム）

51453 東京都 明治大学体育会空手部 龍 哲次 りゅう てつじ ア　都道府県対抗戦（小・中・高・一般混成チーム）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50494 愛知県 岩倉 鬼頭 聡生 きとう としき イ　一般男子の部
50482 愛知県 水風会本部 石黒 文康 いしぐろ ふみやす イ　一般男子の部
51688 愛知県 名空会本部 坂本 真樹 さかもと まさき イ　一般男子の部
51432 埼玉県 KICK大心館 藤原 大己 ふじわら だいき イ　一般男子の部
51638 埼玉県 白水修養会 岩崎 拓也 いわさき たくや イ　一般男子の部
50175 静岡県 焼津和道館 鈴木 伸弥 すずき しんや イ　一般男子の部
51872 東京都 東京空手倶楽部 三澤 浩三 みさわ こうぞう イ　一般男子の部
51035 東京都 東京大学拳法会 西村 洋輝 にしむら ひろき イ　一般男子の部
51787 東京都 國學院大学紫魂会 丸毛 博之 まるも ひろゆき イ　一般男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51553 愛知県 愛知大学空手道部 川上 雄大 かわかみ ゆうた ウ　大学男子の部
51813 神奈川県 神奈川大学空手道部 瀬戸口 令 せとぐち れい ウ　大学男子の部
51667 神奈川県 東海大学空手道部 北村 健 きたむら たける ウ　大学男子の部
51666 神奈川県 東海大学空手道部 佐々木 大輝 ささき だいき ウ　大学男子の部
51817 東京都 早稲田大学誠心会 原田 泰地 はらだ たいち ウ　大学男子の部
51034 東京都 東京大学運動会空手部 佐藤 馨太 さとう けいた ウ　大学男子の部
51936 東京都 東京農業大学空手道部 水野 翔一 みずの しょういち ウ　大学男子の部
51866 東京都 明治大学体育会空手部 南條 蒼太 なんじょう そうた ウ　大学男子の部
51840 東京都 立教大学空手道部 加賀美 駿斗 かがみ しゅんと ウ　大学男子の部
50784 東京都 國學院大学空手道部 横山 亮太 よこやま りょうた ウ　大学男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51554 愛知県 愛知大学空手道部 岩橋 のどか いわはし のどか エ　一般女子の部
51216 愛知県 東邦高校空手部 水野 るる みずの るる エ　一般女子の部
51217 愛知県 東邦高校空手部 横井 歩夢 よこい あむ エ　一般女子の部
50745 愛知県 豊川高校空手部 小野 日向花 おの ひなか エ　一般女子の部
50744 愛知県 豊川高校空手部 村上 知奈美 むらかみ ちなみ エ　一般女子の部
51637 埼玉県 白水修養会 森下 悠菜 もりした ゆうな エ　一般女子の部
51829 東京都 早稲田大学誠心会 飯塚 実里 いいづか みのり エ　一般女子の部
50358 東京都 東京大学運動会空手部 七久保 萌 ななくぼ もえ エ　一般女子の部
51937 東京都 東京農業大学空手道部 内野 希 うちの のぞみ エ　一般女子の部
51841 東京都 立教大学空手道部 福元 結衣子 ふくもと ゆいこ エ　一般女子の部
50785 東京都 國學院大学空手道部 石井 万裕 いしい まゆ エ　一般女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50708 愛知県 愛空塾本部道場 澤田 大和 さわだ やまと オ　少年男子の部（高校生を含む）

50586 愛知県 星城高校空手部 園部 絆 そのべ きずな オ　少年男子の部（高校生を含む）

51214 愛知県 東邦高校空手部 樋口 蒼惟 ひぐち あおい オ　少年男子の部（高校生を含む）

51215 愛知県 東邦高校空手部 柳本 空 やなぎもと そら オ　少年男子の部（高校生を含む）

50739 愛知県 豊川高校空手部 野元 颯樹 のもと さつき オ　少年男子の部（高校生を含む）

51302 宮城県 迫 三上 瑛大 みかみ えいた オ　少年男子の部（高校生を含む）

51636 埼玉県 白水修養会 松本 周馬 まつもと しゅうま オ　少年男子の部（高校生を含む）

50332 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 松本 拓隼 まつもと たくは オ　少年男子の部（高校生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50244 愛知県 安城 小泉 浩 こいずみ ひろし Ａ　シニア男子50歳以上の部
50001 愛知県 一宮 中畑 壽夫 なかはた としお Ａ　シニア男子50歳以上の部
51782 愛知県 旺武館 古橋 洋直 ふるはし ひろなお Ａ　シニア男子50歳以上の部
51779 愛知県 旺武館 山田 弘和 やまだ ひろかず Ａ　シニア男子50歳以上の部
50529 愛知県 小牧 疋田 泰三 ひきた たいぞう Ａ　シニア男子50歳以上の部
50339 愛知県 進和会木曽川 則武 通夫 のりたけ みちお Ａ　シニア男子50歳以上の部
51519 愛知県 水風会名東 松宮 力 まつみや ちから Ａ　シニア男子50歳以上の部
50544 愛知県 成友塾英和 朝田 和幸 あさだ かずゆき Ａ　シニア男子50歳以上の部
50974 愛知県 達和会 光島 尚且 みつしま なおかつ Ａ　シニア男子50歳以上の部
51221 愛知県 知空会春日井 水谷 英和 みずたに ひでかず Ａ　シニア男子50歳以上の部
51159 愛知県 名空会研修センター 上野 純男 うえの すみお Ａ　シニア男子50歳以上の部
51157 愛知県 名空会研修センター 室谷 明宏 むろや あきひろ Ａ　シニア男子50歳以上の部
50433 愛知県 名空会瀬戸 清水 明毅 しみず あきたか Ａ　シニア男子50歳以上の部
50933 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 会沢 公浩 あいざわ きみひろ Ａ　シニア男子50歳以上の部
51005 岡山県 岡山 太田 勇 おおた いさむ Ａ　シニア男子50歳以上の部
51010 岡山県 岡山 神門 亮 かんど りょう Ａ　シニア男子50歳以上の部
50573 岐阜県 羽島 日比 忍 ひび しのぶ Ａ　シニア男子50歳以上の部
51580 岐阜県 郡上 坪井 政和 つぼい まさかず Ａ　シニア男子50歳以上の部
51384 岐阜県 高山 釜屋 隆司 かまや たかし Ａ　シニア男子50歳以上の部
51023 岐阜県 高山 栃本 範夫 とちもと のりお Ａ　シニア男子50歳以上の部
50442 岐阜県 神岡道場 藤本 秀樹 ふじもと ひでき Ａ　シニア男子50歳以上の部
50890 岐阜県 名空会池田 小川 貴大 おがわ たかひろ Ａ　シニア男子50歳以上の部
50889 岐阜県 名空会池田 西川 公司 にしかわ こうじ Ａ　シニア男子50歳以上の部
51634 広島県 一刀会 中村 龍誠 なかむら りゅうせい Ａ　シニア男子50歳以上の部
50014 山口県 三松会 小野寺 弘 おのでら ひろし Ａ　シニア男子50歳以上の部
51756 山口県 武心会 瀬田 秀樹 せた ひでき Ａ　シニア男子50歳以上の部
50497 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 遠藤 徳人 えんどう のりひと Ａ　シニア男子50歳以上の部
50886 神奈川県 誠心塾 遠藤 晃司 えんどう こうじ Ａ　シニア男子50歳以上の部
50887 神奈川県 誠心塾 高柳 伸彦 たかやなぎ のぶひこ Ａ　シニア男子50歳以上の部
50172 静岡県 焼津和道館 新井 君美 あらい きみよし Ａ　シニア男子50歳以上の部
50040 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 岡本 徹也 おかもと てつや Ａ　シニア男子50歳以上の部
51323 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 望月 健 もちづき たけし Ａ　シニア男子50歳以上の部
51336 千葉県 一道塾 川崎 貴志 かわさき たかし Ａ　シニア男子50歳以上の部
51254 千葉県 昇政塾 難波 亮自 なんば りょうじ Ａ　シニア男子50歳以上の部
50492 千葉県 誠和会 矢野 克久 やの かつひさ Ａ　シニア男子50歳以上の部
51449 千葉県 茂原 佐野内 茂 さのうち しげる Ａ　シニア男子50歳以上の部
51448 千葉県 茂原 中村 善行 なかむら よしゆき Ａ　シニア男子50歳以上の部
51257 千葉県 雄飛会 藤原 由紀夫 ふじわら ゆきお Ａ　シニア男子50歳以上の部
51496 大阪府 尚武館 太田 健 おおた たけし Ａ　シニア男子50歳以上の部
51871 東京都 明空義塾 宮本 浩明 みやもと ひろあき Ａ　シニア男子50歳以上の部
50914 福岡県 筑水塾筑後 宮﨑 進一 みやざき しんいち Ａ　シニア男子50歳以上の部
51674 北海道 明空義塾札幌 南保 生明 なんぽ たかあき Ａ　シニア男子50歳以上の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50468 愛知県 水風会本部 大野 豊和 おおの とよかず Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50475 愛知県 水風会本部 奥園 秀倫 おくぞの ひでのり Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50470 愛知県 水風会本部 望月 大輔 もちづき だいすけ Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51845 愛知県 水風会名東 佐野 大志 さの たいし Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51913 愛知県 水風会名東 田村 憲 たむら けん Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51400 愛知県 泰誠会 窪田 透 くぼた とおる Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51200 愛知県 東邦高校空手部 貫名 正樹 ぬきな まさき Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51144 愛知県 名空会豊田 舩原 謙 ふなはら けん Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50234 愛知県 名空会本部 佐々木 雄平 ささき ゆうへい Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51583 愛知県 名空会本部 古橋 卓也 ふるはし たくや Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51315 広島県 一刀会 新田 紀明 しんた のりあき Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51179 広島県 志空館 原田 政一 はらだ まさかず Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50754 香川県 西讃 大西 猛己 おおにし たけき Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51633 埼玉県 白水修養会 高嶋 章至 たかしま あきちか Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50305 三重県 愛空塾三重 太田 裕樹 おおた ひろき Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50095 三重県 愛空塾三重 寺本 幸生 てらもと さちお Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51126 三重県 愛空塾四日市南 菅原 哲徳 すがわら てつのり Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50672 三重県 和道会津 杉戸 建太 すぎと けんた Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50725 静岡県 修空会 横山 昭吾 よこやま しょうご Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50076 静岡県 焼津和道館 伊藤 誠 いとう まこと Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50157 静岡県 焼津和道館 茂 竜介 しげる りょうすけ Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50154 静岡県 焼津和道館 志田 壮史 しだ たけし Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50342 静岡県 杉浦錬成塾和道館 健石 太 たていし ふとし Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50870 静岡県 杉浦錬成塾和道館 藤森 大二郎 ふじもり だいじろう Ｂ　シニア男子40歳以上の部
50219 静岡県 千秋会横内 松澤 佳範 まつざわ よしのり Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51786 東京都 國學院大学紫魂会 竹原 朋宏 たけはら ともひろ Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51573 東京都 國學院大学紫魂会 丸毛 博之 まるも ひろゆき Ｂ　シニア男子40歳以上の部
51067 北海道 明空義塾札幌 吉田 拓摩 よしだ たくま Ｂ　シニア男子40歳以上の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50229 愛知県 愛空塾南陵 町田 嘉子 まちだ よしこ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
50761 愛知県 俊和会本部 原田 博美 はらた ひろみ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
51947 愛知県 俊和会本部 矢方 智子 やかた ともこ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
50478 愛知県 水風会本部 益池 和枝 ますいけ かずえ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
51582 愛知県 名空会瀬戸 古橋 富子 ふるはし とみこ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
50147 静岡県 杉浦錬成塾自清会 加子 倫子 かこ のりこ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
51338 千葉県 一道塾 斉藤 師保 さいとう しほ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
51494 大阪府 尚武館 太田 真美 おおた まみ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
51484 大阪府 尚武館 八木 夕子 やぎ ゆうこ Ｃ　シニア女子40歳以上の部
51776 東京都 明空義塾 鈴木 智子 すずき ともこ Ｃ　シニア女子40歳以上の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51783 愛知県 旺武館 鈴木 愛一郎 すずき あいいちろう D1　一般男子有段の部
50645 愛知県 岩倉 山川 真人 やまかわ まさと D1　一般男子有段の部
50327 愛知県 進和会木曽川 原口 公晴 はらぐち きみはる D1　一般男子有段の部
50474 愛知県 水風会本部 石黒 康之進 いしぐろ やすのしん D1　一般男子有段の部
50476 愛知県 水風会本部 酒井 駿多 さかい はやた D1　一般男子有段の部
50480 愛知県 水風会本部 益池 慶亮 ますいけ けいすけ D1　一般男子有段の部
50988 愛知県 達和会 佐藤 秀政 さとう ひでまさ D1　一般男子有段の部
50798 愛知県 鶴友会 神谷 宙 かみや そら D1　一般男子有段の部
51671 愛知県 名空会本部 河村 和明 かわむら かずあき D1　一般男子有段の部
51668 愛知県 名空会本部 坂本 真樹 さかもと まさき D1　一般男子有段の部
51669 愛知県 名空会本部 櫻井 隼人 さくらい はやと D1　一般男子有段の部
51670 愛知県 名空会本部 櫻井 勇作 さくらい ゆうさく D1　一般男子有段の部
51672 愛知県 名空会本部 中村 友彦 なかむら ともひこ D1　一般男子有段の部
50932 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 川渕 優 かわぶち すぐる D1　一般男子有段の部
51012 岡山県 岡山 長畑 翔 ながはた しょう D1　一般男子有段の部
51803 岡山県 三井E&S 岡本 小鉄 おかもと こてつ D1　一般男子有段の部
51801 岡山県 三井E&S 二宮 翔 にのみや しょう D1　一般男子有段の部
50657 岐阜県 北方 徳永 雄大 とくなが ゆうだい D1　一般男子有段の部
51319 広島県 一刀会 寺本 悠真 てらもと ゆうま D1　一般男子有段の部
51317 広島県 一刀会 西村 雄蔵 にしむら ゆうぞう D1　一般男子有段の部
51181 広島県 志空館 藤岡 宏彰 ふじおか ひろあき D1　一般男子有段の部
51629 埼玉県 白水修養会 秋間 樹大 あきま じゅだい D1　一般男子有段の部
51631 埼玉県 白水修養会 荒川 雅俊 あらかわ まさとし D1　一般男子有段の部
51632 埼玉県 白水修養会 平井 研次 ひらい けんじ D1　一般男子有段の部
51630 埼玉県 白水修養会 森 藤仁 もり とうじん D1　一般男子有段の部
51626 埼玉県 白水修養会 森下 陸斗 もりした りくと D1　一般男子有段の部
51628 埼玉県 白水修養会 吉野 龍 よしの りゅう D1　一般男子有段の部
50321 三重県 愛空塾三重 平畑 崇 ひらはた たかし D1　一般男子有段の部
50676 三重県 和道会津 坂井 日向 さかい ひゅうが D1　一般男子有段の部
51650 山梨県 南松院空手道会 鳴海 秀哉 なるみ ひでや D1　一般男子有段の部
50498 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 遠藤 祐征 えんどう ゆうせい D1　一般男子有段の部
51788 神奈川県 横浜国大清空会 岡 駿資 おか しゅんすけ D1　一般男子有段の部
50231 静岡県 焼津和道館 鈴木 伸弥 すずき しんや D1　一般男子有段の部
50194 静岡県 焼津和道館 村松 良穂 むらまつ よしほ D1　一般男子有段の部
51902 静岡県 瑞空塾至誠道場 稲葉 真大 いなば しんた D1　一般男子有段の部
51903 静岡県 瑞空塾至誠道場 稲葉 真大 稲葉 しんた D1　一般男子有段の部
50683 静岡県 杉浦錬成塾和道館 林 大誠 はやし たいせい D1　一般男子有段の部
51507 大阪府 尚武館 古川 眞之亮 ふるかわ しんのすけ D1　一般男子有段の部
50290 東京都 東京空手倶楽部 青木 航 あおき わたる D1　一般男子有段の部
50846 東京都 東京空手倶楽部 岩本 阿南 いわもと あなん D1　一般男子有段の部
51917 東京都 東京空手倶楽部 倉金 知弘 くらがね ともひろ D1　一般男子有段の部
51664 東京都 東京空手倶楽部 瀧川 将太朗 たきがわ しょうたろう D1　一般男子有段の部
50299 東京都 東京空手倶楽部 三澤 浩三 みさわ こうぞう D1　一般男子有段の部
51111 東京都 東京大学拳法会 柴山 悠毅 しばやま ゆうき D1　一般男子有段の部
51110 東京都 東京大学拳法会 西村 洋輝 にしむら ひろき D1　一般男子有段の部
51114 東京都 東京大学拳法会 東別府 健 ひがしべっぷ たけし D1　一般男子有段の部
51112 東京都 東京大学拳法会 広川 匡大 ひろかわ きょうだい D1　一般男子有段の部
51115 東京都 東京大学拳法会 広川 全大 ひろかわ ぜんだい D1　一般男子有段の部
51113 東京都 東京大学拳法会 山下 裕介 やました ゆうすけ D1　一般男子有段の部
51778 東京都 明空義塾 佐野 義明 さの ただあき D1　一般男子有段の部
51868 東京都 明治大学駿空会 久野 晴希 くの はるき D1　一般男子有段の部
51867 東京都 明治大学駿空会 渡邊 拓也 わたなべ たくや D1　一般男子有段の部
51785 東京都 國學院大学紫魂会 今藤 友己 いまふじ ともき D1　一般男子有段の部
51784 東京都 國學院大学紫魂会 種村 正騎 たねむら まさき D1　一般男子有段の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51546 愛知県 愛知大学空手道部 小川 健志 おがわ けんし D2　大学生男子有段の部
51544 愛知県 愛知大学空手道部 川上 雄大 かわかみ ゆうた D2　大学生男子有段の部
51549 愛知県 愛知大学空手道部 榊原 幸之助 さかきばら こうのすけ D2　大学生男子有段の部
51547 愛知県 愛知大学空手道部 佐々野 利功 ささの りく D2　大学生男子有段の部
51548 愛知県 愛知大学空手道部 角矢 卓弥 すみや たくや D2　大学生男子有段の部
51550 愛知県 愛知大学空手道部 武内 晃洋 たけうち こうよう D2　大学生男子有段の部
51475 愛知県 中京会 加古 春哉 かこ はるや D2　大学生男子有段の部
50239 愛知県 中部大学空手道部 中川 駿斗 なかがわ たかと D2　大学生男子有段の部
51675 愛知県 名空会本部 菱田 啓介 ひしだ けいすけ D2　大学生男子有段の部
51676 愛知県 名空会本部 山口 凱 やまぐち かい D2　大学生男子有段の部
51535 岩手県 大畑 髙橋 海音 たかはし かい D2　大学生男子有段の部
51698 岩手県 箱石道場 格矢 幸陽 かくや こうよう D2　大学生男子有段の部
50649 岐阜県 北方 岩田 庄剛 いわた しょうご D2　大学生男子有段の部
50770 宮城県 柴田和道会 三浦 一斗 みうら かずと D2　大学生男子有段の部
50620 三重県 愛空塾四日市南 平野 敬人 ひらの けいと D2　大学生男子有段の部
50675 三重県 和道会津 関戸 義弘 せきど よしひろ D2　大学生男子有段の部
51809 神奈川県 神奈川大学空手道部 在賀 大翔 ありが だいと D2　大学生男子有段の部
51810 神奈川県 神奈川大学空手道部 加藤 季夏 かとう きなつ D2　大学生男子有段の部
51812 神奈川県 神奈川大学空手道部 小林 哲士 こばやし てつし D2　大学生男子有段の部
51808 神奈川県 神奈川大学空手道部 瀬戸口 令 せとぐち れい D2　大学生男子有段の部
51811 神奈川県 神奈川大学空手道部 針尾 統也 はりお とうや D2　大学生男子有段の部
50341 神奈川県 東海大学空手道部 安達 大樹 あだち たいき D2　大学生男子有段の部
51158 神奈川県 東海大学空手道部 飯田 陸 いいだ りく D2　大学生男子有段の部
50848 神奈川県 東海大学空手道部 池上 紅輝 いけがみ こうき D2　大学生男子有段の部
50110 神奈川県 東海大学空手道部 風間 遼太郎 かざま りょうたろう D2　大学生男子有段の部
50269 神奈川県 東海大学空手道部 加藤 光騎 かとう みつき D2　大学生男子有段の部
50237 神奈川県 東海大学空手道部 北村 健 きたむら たける D2　大学生男子有段の部
50038 神奈川県 東海大学空手道部 小島 陽平 こじま ようへい D2　大学生男子有段の部
50267 神奈川県 東海大学空手道部 佐々木 大輝 ささき だいき D2　大学生男子有段の部
50016 神奈川県 東海大学空手道部 白石 聖汰 しらいし まさた D2　大学生男子有段の部
50270 神奈川県 東海大学空手道部 平山 葉 ひらやま よう D2　大学生男子有段の部
50612 神奈川県 東海大学空手道部 松井 秀人 まつい ひでと D2　大学生男子有段の部
50979 神奈川県 東海大学空手道部 松本 拓己 まつもと たくみ D2　大学生男子有段の部
51446 千葉県 茂原 髙橋 陸 たかはし りく D2　大学生男子有段の部
51816 東京都 早稲田大学誠心会 原田 泰地 はらだ たいち D2　大学生男子有段の部
50488 東京都 東京大学運動会空手部 青野 巧 あおの たくみ D2　大学生男子有段の部
50348 東京都 東京大学運動会空手部 板倉 渉 いたくら わたる D2　大学生男子有段の部
51174 東京都 東京大学運動会空手部 今田 優介 いまだ ゆうすけ D2　大学生男子有段の部
50908 東京都 東京大学運動会空手部 上原 大征 うえはら たいせい D2　大学生男子有段の部
50373 東京都 東京大学運動会空手部 黒崎 雄大 くろさき ゆうだい D2　大学生男子有段の部
50138 東京都 東京大学運動会空手部 佐藤 馨太 さとう けいた D2　大学生男子有段の部
50350 東京都 東京大学運動会空手部 島袋 歴 しまぶくろ れき D2　大学生男子有段の部
50376 東京都 東京大学運動会空手部 竹内 大甫 たけうち だいすけ D2　大学生男子有段の部
50917 東京都 東京大学運動会空手部 芳賀沼 和哉 はがぬま かずや D2　大学生男子有段の部
50946 東京都 東京大学運動会空手部 松澤 和也 まつざわ かずや D2　大学生男子有段の部
50921 東京都 東京大学運動会空手部 村田 真志 むらた まさし D2　大学生男子有段の部
51931 東京都 東京農業大学空手道部 上田 楽人 うえだ がくと D2　大学生男子有段の部
51930 東京都 東京農業大学空手道部 水野 翔一 みずの しょういち D2　大学生男子有段の部
51864 東京都 明治大学体育会空手部 梅澤 琉晴 うめざわ りゅうせい D2　大学生男子有段の部
51862 東京都 明治大学体育会空手部 海野 陽乃汰 うんの ひなた D2　大学生男子有段の部
51858 東京都 明治大学体育会空手部 出羽 遼太郎 でわ りょうたろう D2　大学生男子有段の部
51854 東京都 明治大学体育会空手部 南條 蒼太 なんじょう そうた D2　大学生男子有段の部
51857 東京都 明治大学体育会空手部 春原 駿貴 はるはら しゅんき D2　大学生男子有段の部
51860 東京都 明治大学体育会空手部 松本 龍明 まつもと りゅうめい D2　大学生男子有段の部
51859 東京都 明治大学体育会空手部 室井 佑介 むろい ゆうすけ D2　大学生男子有段の部
51861 東京都 明治大学体育会空手部 本橋 怜欧 もとはし れお D2　大学生男子有段の部
51856 東京都 明治大学体育会空手部 渡邊 真威人 わたなべ まいと D2　大学生男子有段の部
51848 東京都 立教大学空手道部 加賀美 駿斗 かがみ しゅんと D2　大学生男子有段の部
51846 東京都 立教大学空手道部 川手 魁星 かわて かいせい D2　大学生男子有段の部
51844 東京都 立教大学空手道部 河野 将也 こうの まさや D2　大学生男子有段の部
51847 東京都 立教大学空手道部 高子 知真 たかこ かずま D2　大学生男子有段の部
50779 東京都 國學院大学空手道部 小山内 慧太 おさない けいた D2　大学生男子有段の部
50774 東京都 國學院大学空手道部 菊池 太陽 きくち たいよう D2　大学生男子有段の部
51575 東京都 國學院大学空手道部 鈴木 意織 すずき いおり D2　大学生男子有段の部
50778 東京都 國學院大学空手道部 長谷川 貴希 はせがわ たかき D2　大学生男子有段の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50772 東京都 國學院大学空手道部 横山 亮太 よこやま りょうた D2　大学生男子有段の部
50251 福井県 秀道館 小林 雅昂 こばやし なりたか D2　大学生男子有段の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51107 愛知県 錬成館尾西 田邉 優人 たなべ ゆうと Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

50679 岐阜県 北方 永井 健晴 ながい たけはる Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

51900 東京都 早稲田大学誠心会 北郷 諒 きたごう りょう Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

50349 東京都 東京大学運動会空手部 阿部 慎太郎 あべ しんたろう Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

50907 東京都 東京大学運動会空手部 伊藤 洸太 いとう こうた Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

50911 東京都 東京大学運動会空手部 植松 怜央 うえまつ れお Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

51543 東京都 東京大学運動会空手部 木下 竜成 きのした りゅうせい Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

51033 東京都 東京大学運動会空手部 南原 涼 なんばら りょう Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

51933 東京都 東京農業大学空手道部 関根 和也 せきね かずや Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

51932 東京都 東京農業大学空手道部 宋 天宇 そう てんう Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

50780 東京都 國學院大学空手道部 川上 陽己 かわかみ はるき Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）

50781 東京都 國學院大学空手道部 竹之内 照善 たけのうち てるよし Ｅ　一般男子有級の部（大学生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51551 愛知県 愛知大学空手道部 岩橋 のどか いわはし のどか F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51552 愛知県 愛知大学空手道部 後藤 芙羽梨 ごとう ふわり F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51748 愛知県 士空会 渡邊 佳菜 わたなべ かな F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50562 愛知県 水風会江南 田中 雪華 たなか きよか F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51760 愛知県 名空会豊田 水野 凪彩 みずの なぎさ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50771 宮城県 柴田和道会 三浦 一葉 みうら ひとは F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51191 熊本県 熊本県 松村 亜来 まつむら あこ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51789 佐賀県 旭 天本 菜月 あまもと なつき F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51447 千葉県 茂原 須賀田 華弥 すがた かや F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51648 東京都 拳友会 鈴田 冴 すずた さえ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51825 東京都 早稲田大学誠心会 飯塚 実里 いいづか みのり F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51897 東京都 早稲田大学誠心会 岡田 瑞花 おかだ みずか F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51818 東京都 早稲田大学誠心会 廣田 美由萌 ひろた みゆめ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51749 東京都 町田誠空会 園曽 由香里 おんそ ゆかり F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51750 東京都 町田誠空会 鈴木 遥 すずき はるか F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51747 東京都 町田誠空会 根岸 実夢 ねぎし みゆ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50382 東京都 東京大学運動会空手部 安達 向日葵 あだち ひまわり F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50355 東京都 東京大学運動会空手部 七久保 萌 ななくぼ もえ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51935 東京都 東京農業大学空手道部 内野　 希 うちの のぞみ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51934 東京都 東京農業大学空手道部 権守 真菜 ごんもり まな F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51850 東京都 立教大学空手道部 坂本 知優 さかもと ちひろ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51849 東京都 立教大学空手道部 佐藤 遥風 さとう はるか F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51851 東京都 立教大学空手道部 宮﨑 可純 みやざき かすみ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50249 福井県 秀道館 小林 咲穂 こばやし さきほ F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51566 福岡県 久留米東 橋本 夢花 はしもと ゆめか F1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51815 北海道 明空義塾札幌 南保 空花 なんぽ そらか F1　一般女子有段の部（大学生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50388 神奈川県 東海大学空手道部 江口 心乃 えぐち ここの F2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51565 東京都 早稲田大学誠心会 酒井 和 さかい なごみ F2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51908 東京都 早稲田大学誠心会 福本 彩乃 ふくもと あやの F2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51653 東京都 早稲田大学誠心会 松田 京佳 まつだ きょうか F2　一般女子有級の部（大学生を含む）

50520 東京都 東京大学運動会空手部 星野 百南 ほしの もなみ F2　一般女子有級の部（大学生を含む）

50783 東京都 國學院大学空手道部 天沼 和奏 あまぬま わかな F2　一般女子有級の部（大学生を含む）

50782 東京都 國學院大学空手道部 石井 万裕 いしい まゆ F2　一般女子有級の部（大学生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50090 愛知県 育英館武道場 佐藤 巧都 さとう たくと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50413 愛知県 岩倉 墨 匠朗 すみ たくろう Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50581 愛知県 星城高校空手部 加藤 真人 かとう しんと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50579 愛知県 星城高校空手部 園部 絆 そのべ きずな Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50580 愛知県 星城高校空手部 菱田 悠斗 ひしだ ゆうと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50879 愛知県 鶴友会 中根 大智 なかね だいち Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50363 愛知県 東邦高校空手部 井上 泰智 いのうえ たいち Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50371 愛知県 東邦高校空手部 衛藤 新 えとう あらた Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50367 愛知県 東邦高校空手部 黒田 大翔 くろだ ひろと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50364 愛知県 東邦高校空手部 小嶌 遥都 こじま はると Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50366 愛知県 東邦高校空手部 小林 功聖 こばやし こうせい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50368 愛知県 東邦高校空手部 林 虎鉄 はやし こてつ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50365 愛知県 東邦高校空手部 樋口 蒼惟 ひぐち あおい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50370 愛知県 東邦高校空手部 水田 雄大 みずた ゆうだい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50362 愛知県 東邦高校空手部 柳本 空 やなぎもと そら Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50730 愛知県 豊川高校空手部 足立 力也 あだち りきや Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50732 愛知県 豊川高校空手部 大門 優太 だいもん ゆうた Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50729 愛知県 豊川高校空手部 野元 颯樹 のもと さつき Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50731 愛知県 豊川高校空手部 森下 竜之介 もりした りゅうのすけ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51759 愛知県 名空会豊田 水野 光琉 みずの ひかる Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50931 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 金澤 剣芯 かなざわ けんしん Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51516 岡山県 岡山県西大寺 植田 喜凱 うえだ よしとき Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51702 岩手県 箱石道場 格矢 幸星 かくや こうせい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51219 岐阜県 美濃 杉山 凌玖 すぎやま りく Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50653 岐阜県 北方 岩田 峻弥 いわた しゅんや Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51297 宮城県 迫 川熊 海斗 かわくま かいと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51296 宮城県 迫 鈴木 陽翔 すずき はるか Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51298 宮城県 迫 鈴木 零士 すずき れいじ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51300 宮城県 迫 瀬戸 礼旺 せと れお Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51295 宮城県 迫 三上 瑛大 みかみ えいた Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51299 宮城県 迫 宮本 峻汰 みやもと しゅんた Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51192 熊本県 熊本県 中村 緋彩 なかむら ひいろ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51622 埼玉県 白水修養会 岩崎 大和 いわさき やまと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51619 埼玉県 白水修養会 笈沼 知広 おいぬま ちひろ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51620 埼玉県 白水修養会 輿石 隼 こしいし はやと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51621 埼玉県 白水修養会 松本 周馬 まつもと しゅうま Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50102 三重県 愛空塾四日市南 伊藤 大和 いとう やまと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50022 三重県 愛空塾四日市南 平野 純己 ひらの じゅんき Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51209 山口県 正心館 橋本 秀斗 はしもと ひでと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51211 山口県 正心館 村上 一心 むらかみ いっしん Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50499 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 遠藤 鳳楽 えんどう おおら Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51945 神奈川県 奥町道場 川村 蓮太郎 かわむら れんたろう Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50804 静岡県 拳友塾 若林 海斗 わかばやし かいと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51827 静岡県 紹育館 篠原 鉄生 しのはら てっしょう Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51826 静岡県 紹育館 若林 陸 わかばやし りく Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50511 静岡県 瑞空塾至誠道場 大村 拓斗 おおむら たくと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51929 静岡県 瑞空塾至誠道場 水井 克也 みずい かつや Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51148 静岡県 杉浦錬成塾本部 池ヶ谷 大翔 いけがや ひろと Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50009 静岡県 杉浦錬成塾本部 藤井 聡瑠 ふじい さとる Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51366 静岡県 杉浦錬成塾和道館 碓氷 梓結 うすい しゅう Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51377 静岡県 千秋会かわはら 梅原 和泉 うめはら いずみ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51379 静岡県 千秋会かわはら 漆畑 怜 うるしばた れん Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50439 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 寺田 信孝 てらだ のぶたか Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50438 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 松本 拓隼 まつもと たくは Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50440 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 光島 新太郎 みつしま しんたろう Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51762 静岡県 浜松北高校空手道部 大澤 聡泉 おおさわ とみい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51852 静岡県 浜松北高校空手道部 大塚 多聞 おおつか たもん Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51715 静岡県 浜松北高校空手道部 杉本 旭陽 すぎもと あさひ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50960 静岡県 浜松北高校空手道部 鈴木 鴻之介 すずき こうのすけ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51716 静岡県 浜松北高校空手道部 鈴木 理央 すずき りお Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51360 静岡県 浜松北高校空手道部 瀬戸川 皓亮 せとがわ こうすけ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51329 静岡県 浜松北高校空手道部 田内 寛慈 たない かんじ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50531 静岡県 浜松北高校空手道部 長正路 陸 ちょうしょうじ りく Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51739 静岡県 浜松北高校空手道部 中村 日吉 なかむら ひよし Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51853 静岡県 浜松北高校空手道部 仲村 琉晟 なかむら りゅうせい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51146 静岡県 浜松北高校空手道部 林 裕貴 はやし ひろき Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50575 静岡県 浜松北高校空手道部 原 俊太郎 はら しゅんたろう Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51888 静岡県 浜松北高校空手道部 藤田 航平 ふじた こうへい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51700 静岡県 浜松北高校空手道部 松井 大知 まつい だいち Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51347 石川県 名空会金沢道場 常光 荘二朗 じょうこう そうじろう Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

50724 大阪府 東海大学大阪仰星高校空手道部 佐野 晴大 さの せいた Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51036 東京都 町田誠空会 佐藤 海良 さとう かいら Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51916 東京都 東京空手倶楽部 堀口 龍之助 ほりぐち りゅうのすけ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51568 福岡県 久留米東 橋本 翔 はしもと かける Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51914 北海道 興道舘 山根 大典 やまね だいすけ Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）

51761 北海道 明空義塾札幌 谷口 隼大 たにぐち しゅんだい Ｇ　少年男子の部（高校生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50688 愛知県 愛空塾青海 中野 日向詩 なかの ひなた Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50583 愛知県 星城高校空手部 大野 寧 おおの ねね Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50582 愛知県 星城高校空手部 加藤 心音 かとう ここね Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50584 愛知県 星城高校空手部 宮ノ腰 優鈴 みやのこし ゆりん Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50357 愛知県 東邦高校空手部 東 安南 あずま あんな Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50353 愛知県 東邦高校空手部 石川 美優 いしかわ みゆう Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50360 愛知県 東邦高校空手部 遠藤 緋莉 えんどう あかり Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50354 愛知県 東邦高校空手部 星川 叶羽 ほしかわ とわ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50352 愛知県 東邦高校空手部 水野 るる みずの るる Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50361 愛知県 東邦高校空手部 山原 千宙 やまはら ちひろ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50359 愛知県 東邦高校空手部 横井 歩夢 よこい あむ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50737 愛知県 豊川高校空手部 石川 明日望 いしかわ あすみ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50736 愛知県 豊川高校空手部 石川 結唯 いしかわ ゆい Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50734 愛知県 豊川高校空手部 井上 鈴葉 いのうえ すずは Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50735 愛知県 豊川高校空手部 小野 日向花 おの ひなか Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50733 愛知県 豊川高校空手部 村上 知奈美 むらかみ ちなみ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50743 愛知県 豊川高校空手部 山田 あみ やまだ あみ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50958 愛知県 名空会瀬戸 松井 彩 まつい あや Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51838 宮崎県 新富和道会 花車 美空 はなぐるま みく Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51578 佐賀県 旭 田中 胡幸 たなか こゆき Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51623 埼玉県 白水修養会 深井 千尋 ふかい ちひろ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51625 埼玉県 白水修養会 森下 悠菜 もりした ゆうな Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51624 埼玉県 白水修養会 吉野 梨瑚 よしの りこ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50441 静岡県 瑞空塾至誠道場 山島 由奈 やましま ゆな Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50377 静岡県 杉浦錬成塾和道館 伊藤 希咲 いとう きさき Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50446 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 加藤 咲菜 かとう さきな Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50443 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 髙橋 華蓮 たかはし かれん Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50721 静岡県 浜松北高校空手道部 青木 詩歩 あおき しほ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50728 静岡県 浜松北高校空手道部 麻野間 咲紀 あさのま さき Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51899 静岡県 浜松北高校空手道部 芦田 一華 あしだ いちか Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50722 静岡県 浜松北高校空手道部 伊藤 結奈 いとう ゆうな Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51842 静岡県 浜松北高校空手道部 岩倉 未桜 いわくら みお Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51736 静岡県 浜松北高校空手道部 ウォード 勅翠 うぉーど てす Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51269 静岡県 浜松北高校空手道部 桂 藍子 かつら あいこ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51270 静岡県 浜松北高校空手道部 栗田 藍 くりた あい Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51523 静岡県 浜松北高校空手道部 鈴木 伶来 すずき れいら Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51797 静岡県 浜松北高校空手道部 髙林 蘭 たかばやし らん Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51154 静岡県 浜松北高校空手道部 中田 紗奈 なかた さな Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51579 静岡県 浜松北高校空手道部 三尾 尚香 みお なおか Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50304 静岡県 浜松北高校空手道部 吉田 小華 よしだ こはる Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51445 千葉県 茂原 須賀田 真弥 すがた まや Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

50286 東京都 俊和義塾 黒柳 帆香 くろやなぎ ほのか Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51479 東京都 城南 今井 詩子 いまい うたこ Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51641 福岡県 拳誠塾 安達 水優 あだち みゆう Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51880 北海道 興道舘 及川 里音 おいかわ さとね Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）

51265 北海道 明空義塾札幌 小林 絢 こばやし あや Ｈ　少年女子の部（高校生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50221 愛知県 愛空塾常滑 山下 波恩 やました はおん Ｉ　中学生男子の部
50690 愛知県 愛空塾青海 久田 琥珀 ひさだ こはく Ｉ　中学生男子の部
51306 愛知県 愛空塾知多 昆野 風眞 こんの ふうま Ｉ　中学生男子の部
51305 愛知県 愛空塾知多 細谷 拓利 ほそや たくと Ｉ　中学生男子の部
51304 愛知県 愛空塾知多 水谷 優偉 みずたに ゆうい Ｉ　中学生男子の部
50684 愛知県 愛空塾南陵 榎本 唯人 えのもと ゆいと Ｉ　中学生男子の部
50369 愛知県 愛空塾南陵 古川 琢真 ふるかわ たくま Ｉ　中学生男子の部
51722 愛知県 愛空塾南陵 横井 貫芭絆 よこい つばき Ｉ　中学生男子の部
50131 愛知県 安城 小野塚 左近 おのづか さこん Ｉ　中学生男子の部
50437 愛知県 安城 中島 黎人 なかじま れいと Ｉ　中学生男子の部
50749 愛知県 安城 長谷部 黎 はせべ れい Ｉ　中学生男子の部
50181 愛知県 育英館武道場 大内 悠世 おおうち ゆうせい Ｉ　中学生男子の部
50901 愛知県 育英館武道場 岡崎 孝祐 おかざき こうすけ Ｉ　中学生男子の部
50753 愛知県 育英館武道場 土屋 太地 つちや たいち Ｉ　中学生男子の部
50776 愛知県 育英館武道場 水野 煌己 みずの こうき Ｉ　中学生男子の部
51043 愛知県 育英館碧南 前田 夏維 まえだ かい Ｉ　中学生男子の部
51045 愛知県 育英館碧南 山本 陸斗 やまもと りくと Ｉ　中学生男子の部
51904 愛知県 旺武館石巻 藤田 朔 ふじた さく Ｉ　中学生男子の部
50416 愛知県 岩倉 長戸 太吾 ながと だいご Ｉ　中学生男子の部
50385 愛知県 岩倉 比地 諒汰郎 ひじ りょうたろう Ｉ　中学生男子の部
50522 愛知県 拳誠會 細田 瑛斗 ほそだ えいと Ｉ　中学生男子の部
50395 愛知県 守禮塾御津 中村 拓夢 なかむら たくむ Ｉ　中学生男子の部
50345 愛知県 俊和会本部 神藤 悠希斗 じんどう ゆきと Ｉ　中学生男子の部
50490 愛知県 水風会愛西 大野 煌心 おおの こうしん Ｉ　中学生男子の部
51539 愛知県 水風会愛西 近藤 寛斗 こんどう ひろと Ｉ　中学生男子の部
50477 愛知県 水風会本部 江口 友惺 えぐち ゆうせい Ｉ　中学生男子の部
50481 愛知県 水風会本部 河村 尚貴 かわむら なおたか Ｉ　中学生男子の部
51237 愛知県 水風会名東 城戸 幸貴 きど こうき Ｉ　中学生男子の部
50902 愛知県 水風会名東 近藤 理士 こんどう りと Ｉ　中学生男子の部
51571 愛知県 水風会名東 長﨑 壮亮 ながさき そうすけ Ｉ　中学生男子の部
51562 愛知県 水風会名東 西田 智葵 にしだ ともき Ｉ　中学生男子の部
50152 愛知県 成友塾二川 中野 晃杜 なかの あきと Ｉ　中学生男子の部
51006 愛知県 達和会 小林 蒼 こばやし あおい Ｉ　中学生男子の部
50996 愛知県 達和会 髙橋 永遠 たかはし とわ Ｉ　中学生男子の部
50997 愛知県 達和会 光島 銀次朗 みつしま ぎんじろう Ｉ　中学生男子の部
50899 愛知県 知空会桜井 神田 晴信 かんだ はるのぶ Ｉ　中学生男子の部
51223 愛知県 知空会春日井 小芝 雄万 こしば ゆうま Ｉ　中学生男子の部
51222 愛知県 知空会春日井 津山 幸太郎 つやま こうたろう Ｉ　中学生男子の部
50534 愛知県 豊橋富士見 山本 晴也 やまもと せいや Ｉ　中学生男子の部
50536 愛知県 豊橋富士見 山本 雄也 やまもと ゆうや Ｉ　中学生男子の部
50834 愛知県 名空会研修センター 刑部 直人 おさかべ なおと Ｉ　中学生男子の部
51943 愛知県 名空会瀬戸 清水 慎二郎 しみず しんじろう Ｉ　中学生男子の部
50535 愛知県 名空会美和 吉川 楓 よしかわ かえで Ｉ　中学生男子の部
51708 愛知県 名空会豊田 坂本 龍樹 さかもと りゅうき Ｉ　中学生男子の部
51758 愛知県 名空会豊田 水野 颯帝 みずの はやて Ｉ　中学生男子の部
50336 愛知県 錬成館古城 浅野 誠太 あさの せいた Ｉ　中学生男子の部
50668 愛知県 錬成館古城 河口 大介 かわぐち だいすけ Ｉ　中学生男子の部
50059 愛知県 錬成館古城 河村 孔太 かわむら こうた Ｉ　中学生男子の部
50254 愛知県 錬成館古城 出口 己太郎 でぐち こたろう Ｉ　中学生男子の部
50727 愛知県 錬成館古城 林川 宗佑 はやしかわ そうすけ Ｉ　中学生男子の部
50971 岡山県 岡山 黒崎 智大 くろさき ともひろ Ｉ　中学生男子の部
51711 岩手県 箱石道場 菊池 アーチ きくち あーち Ｉ　中学生男子の部
51794 岐阜県 羽島 向井 亮満 むかい りょうま Ｉ　中学生男子の部
50411 岐阜県 古川 熊崎 泰雅 くまざき たいが Ｉ　中学生男子の部
51541 岐阜県 古川 小邑 泰斗 こむら たいと Ｉ　中学生男子の部
50925 岐阜県 古川 為永 悠陽 ためなが ゆうひ Ｉ　中学生男子の部
50545 岐阜県 古川 洞口 瑞葵 ほらぐち みずき Ｉ　中学生男子の部
51665 岐阜県 古川 向林 巧貴 むかいばやし こうき Ｉ　中学生男子の部
50723 岐阜県 古川 山腰 虎丸 やまこし とらまる Ｉ　中学生男子の部
51025 岐阜県 高山 小島 刀水 こじま かたな Ｉ　中学生男子の部
51027 岐阜県 高山 舩坂 刻生 ふなさか とき Ｉ　中学生男子の部
50205 岐阜県 中島 市来 涼馬 いちき りょうま Ｉ　中学生男子の部
50047 岐阜県 美濃 川井 晴輝 かわい はるき Ｉ　中学生男子の部
50005 岐阜県 美濃 坂井 勇斗 さかい ゆうと Ｉ　中学生男子の部
51526 岐阜県 美濃 西部 颯真 にしぶ そうま Ｉ　中学生男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50200 岐阜県 美濃 洞崎 矢龍 ほらざき しりゅう Ｉ　中学生男子の部
50096 岐阜県 美濃 山口 璃貫 やまぐち りつき Ｉ　中学生男子の部
50100 岐阜県 美濃 山田 千稀 やまだ かずき Ｉ　中学生男子の部
50556 岐阜県 本巣 河野 詩音 こうの しおん Ｉ　中学生男子の部
50560 岐阜県 本巣 横山 遼治 よこやま りょうじ Ｉ　中学生男子の部
51104 岐阜県 名空会岐阜 神山 逞 こうやま たくま Ｉ　中学生男子の部
50926 岐阜県 名空会岐阜 杉山 瑛星 すぎやま ようせい Ｉ　中学生男子の部
50920 岐阜県 名空会岐阜 渡邊 颯斗 わたなべ はやと Ｉ　中学生男子の部
50894 岐阜県 名空会池田 服部 朔太朗 はっとり さくたろう Ｉ　中学生男子の部
51125 宮城県 和道会名取 佐々木 晃紀 ささき こうき Ｉ　中学生男子の部
51476 熊本県 熊本県 上村 奈千 うえむら なち Ｉ　中学生男子の部
51193 熊本県 熊本県 中村 虹彩 なかむら こうさ Ｉ　中学生男子の部
51321 広島県 一刀会 寺本 拓叶 てらもと たくと Ｉ　中学生男子の部
51076 広島県 広島東 佐伯 眞冴 さいき まっさ Ｉ　中学生男子の部
50757 香川県 西讃 大西 瑛太 おおにし えいた Ｉ　中学生男子の部
51793 佐賀県 麓空手道クラブ 松尾 亘祐 まつお こうすけ Ｉ　中学生男子の部
51606 埼玉県 白水修養会 相澤 虎太郎 あいざわ こたろう Ｉ　中学生男子の部
51614 埼玉県 白水修養会 池島 義瑛 いけじま よしてる Ｉ　中学生男子の部
51604 埼玉県 白水修養会 梅澤 ハル うめざわ はる Ｉ　中学生男子の部
51612 埼玉県 白水修養会 大西 貫太 おおにし かんた Ｉ　中学生男子の部
51610 埼玉県 白水修養会 金子 慎之介 かねこ しんのすけ Ｉ　中学生男子の部
51608 埼玉県 白水修養会 輿石 司 こしいし つかさ Ｉ　中学生男子の部
51613 埼玉県 白水修養会 森下 遥斗 もりした はると Ｉ　中学生男子の部
50306 三重県 愛空塾三重 太田 湊貴 おおた そうき Ｉ　中学生男子の部
50182 三重県 愛空塾三重 山平 蒼空 やまひら そら Ｉ　中学生男子の部
50079 三重県 愛空塾四日市南 青池 巧豊 あおいけ たくと Ｉ　中学生男子の部
50081 三重県 愛空塾四日市南 川上 梛月 かわかみ なづき Ｉ　中学生男子の部
51124 三重県 愛空塾四日市南 本田 碧 ほんだ りく Ｉ　中学生男子の部
51128 三重県 愛空塾四日市南 吉澤 明壮 よしざわ はるま Ｉ　中学生男子の部
50639 三重県 和道会津 上杉 遥斗 うえすぎ はると Ｉ　中学生男子の部
50646 三重県 和道会津 菅原 海智 すがわら かいち Ｉ　中学生男子の部
50628 三重県 和道会津 諏訪 絢土 すわ けんと Ｉ　中学生男子の部
50621 三重県 和道会津 堀田 恭右 ほりた きょうすけ Ｉ　中学生男子の部
51699 山口県 岩国 藤本 泰輝 ふじもと たいき Ｉ　中学生男子の部
51228 山梨県 南松院空手道会 吉中 彪流 よしなか たける Ｉ　中学生男子の部
50502 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 富田 大和 とみた やまと Ｉ　中学生男子の部
50787 神奈川県 順天会            柴田 遼平 しばた りょうへい Ｉ　中学生男子の部
51679 神奈川県 城志館 鶴谷 逞 つるや たくま Ｉ　中学生男子の部
50378 静岡県 杉浦錬成塾和道館 伊藤 陽向 いとう ひなた Ｉ　中学生男子の部
51142 静岡県 杉浦錬成塾和道館 田中 遊明 たなか ゆうあ Ｉ　中学生男子の部
51576 静岡県 杉浦錬成塾和道館 中村 心 なかむら しん Ｉ　中学生男子の部
50461 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 伊藤 友哉 いとう ゆうや Ｉ　中学生男子の部
50449 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 伊藤 漣哉 いとう れんや Ｉ　中学生男子の部
50457 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 金原 叶翔 きんぱら かなと Ｉ　中学生男子の部
50453 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 名取 聖城 なとり せいじょう Ｉ　中学生男子の部
51438 千葉県 茂原 鈴木 隆太郎 すずき りゅうたろう Ｉ　中学生男子の部
51436 千葉県 茂原 中村 隆誠 なかむら りゅうせい Ｉ　中学生男子の部
51441 千葉県 茂原 春山 幸輝 はるやま こうき Ｉ　中学生男子の部
51443 千葉県 茂原 三橋 聖哉 みつはし せいや Ｉ　中学生男子の部
51442 千葉県 茂原 森 一眞 もり かずま Ｉ　中学生男子の部
51322 大阪府 明空義塾大阪 今宮 大耀 いまみや たいよう Ｉ　中学生男子の部
51327 大阪府 明空義塾大阪 坂口 騎士 さかぐち ないと Ｉ　中学生男子の部
51335 大阪府 明空義塾大阪 佐々木 佑 ささき ゆう Ｉ　中学生男子の部
50872 東京都 東京空手倶楽部 後藤 暸太朗 ごとう りょうたろう Ｉ　中学生男子の部
50876 東京都 東京空手倶楽部 瀧川 功治朗 たきがわ こうじろう Ｉ　中学生男子の部
51874 東京都 東京空手倶楽部 李 洸銘 り こうめい Ｉ　中学生男子の部
51065 福井県 名空会春江道場 有田 亘太郎 ありた こうたろう Ｉ　中学生男子の部
51643 福岡県 拳誠塾 榎本 頼人 えのもと らいと Ｉ　中学生男子の部
51642 福岡県 拳誠塾 西田 幸誠 にしだ こうせい Ｉ　中学生男子の部
51881 北海道 興道舘 笹岡 那央 ささおか なお Ｉ　中学生男子の部
51121 北海道 明空義塾札幌 飯島 楓斗 いいじま ふうと Ｉ　中学生男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50692 愛知県 愛空塾青海 岡村 心春 おかむら ここは Ｊ　中学生女子の部
50696 愛知県 愛空塾青海 澤田 依吹 さわだ いぶき Ｊ　中学生女子の部
50694 愛知県 愛空塾青海 澤田 未来 さわだ みく Ｊ　中学生女子の部
50160 愛知県 愛空塾南陵 綾部 愛華 あやべ あいか Ｊ　中学生女子の部
50161 愛知県 愛空塾南陵 綾部 夢華 あやべ ゆめか Ｊ　中学生女子の部
50815 愛知県 愛空塾南陵 北崎 ?海 きたざき みみ Ｊ　中学生女子の部
51733 愛知県 愛空塾南陵 杉浦 妃乃 すぎうら ひめの Ｊ　中学生女子の部
50242 愛知県 育英館武道場 森川 紗凪 もりかわ さな Ｊ　中学生女子の部
50599 愛知県 岩倉 浅野 莉央 あさの りお Ｊ　中学生女子の部
50121 愛知県 岩倉 江口 璃乙 えぐち りと Ｊ　中学生女子の部
50390 愛知県 岩倉 岸 麻帆里 きし まほり Ｊ　中学生女子の部
50325 愛知県 士空会 荒島 菜柚 あらしま なゆ Ｊ　中学生女子の部
50817 愛知県 俊和会本部 梶浦 咲良 かじうら さくら Ｊ　中学生女子の部
51522 愛知県 水風会愛西 上垣内 万結 うえがいと まゆ Ｊ　中学生女子の部
50557 愛知県 水風会江南 青木 楓夏 あおき ふうか Ｊ　中学生女子の部
50552 愛知県 水風会江南 荒木 香乃 あらき かの Ｊ　中学生女子の部
50554 愛知県 水風会江南 近藤 くれあ こんどう くれあ Ｊ　中学生女子の部
51729 愛知県 水風会名東 浅井 梓恵奈 あさい しえな Ｊ　中学生女子の部
50417 愛知県 大和 木村 莉子 きむら りこ Ｊ　中学生女子の部
51007 愛知県 達和会 岡田 舞桜 おかだ まお Ｊ　中学生女子の部
50835 愛知県 名空会研修センター 長田 愛瑠 ながた あいる Ｊ　中学生女子の部
51707 岩手県 箱石道場 葛巻 玲 くずまき れい Ｊ　中学生女子の部
51187 岐阜県 岐東 室伏 優衣 むろふし ゆい Ｊ　中学生女子の部
50459 岐阜県 神岡道場 甲谷 瑠花 こうたに るか Ｊ　中学生女子の部
50460 岐阜県 神岡道場 前田 結愛 まえだ ゆあ Ｊ　中学生女子の部
50184 岐阜県 美濃 小澤 明莉 おざわ あかり Ｊ　中学生女子の部
50007 岐阜県 美濃 髙橋 南帆 たかはし みなほ Ｊ　中学生女子の部
50136 岐阜県 美濃 西村 まりあ にしむら まりあ Ｊ　中学生女子の部
50026 岐阜県 美濃 野平 唯 のひら ゆい Ｊ　中学生女子の部
50109 岐阜県 美濃 村瀬 智花 むらせ ちはな Ｊ　中学生女子の部
51129 宮城県 和道会名取 阿部 紗也加 あべ さやか Ｊ　中学生女子の部
51320 広島県 一刀会 寺本 千凛 てらもと せんり Ｊ　中学生女子の部
51072 広島県 広島東 小早川 千和 こばやかわ ちより Ｊ　中学生女子の部
51082 広島県 広島東 和田 倖珀 わだ こはく Ｊ　中学生女子の部
51177 広島県 志空館 原田 ねね はらだ ねね Ｊ　中学生女子の部
50755 香川県 西讃 荻田 櫻 おぎた さくら Ｊ　中学生女子の部
51617 埼玉県 白水修養会 渡部 希歩 わたべ のあ Ｊ　中学生女子の部
51615 埼玉県 白水修養会 渡部 佑歩 わたべ ゆあ Ｊ　中学生女子の部
50236 三重県 愛空塾三重 福田 桃杏 ふくた もあ Ｊ　中学生女子の部
50665 三重県 和道会津 池山 惺奈 いけやま せいな Ｊ　中学生女子の部
51831 山形県 崇武館本部 星川 こころ ほしかわ こころ Ｊ　中学生女子の部
51689 山口県 岩国 中山 知夏 なかやま ちなつ Ｊ　中学生女子の部
51696 山口県 岩国 藤本 陽菜 ふじもと ひな Ｊ　中学生女子の部
51412 山口県 三松会 佐伯 咲來 さいき さくら Ｊ　中学生女子の部
50569 山口県 三松会 武永 美想 たけなが みお Ｊ　中学生女子の部
51409 山口県 三松会 田中 杏寿 たなか あず Ｊ　中学生女子の部
50500 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 遠藤 天和 えんどう あぐに Ｊ　中学生女子の部
50501 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 小栗 日向花 おぐり ひなか Ｊ　中学生女子の部
51828 静岡県 紹育館 篠原 翠那 しのはら すいな Ｊ　中学生女子の部
50850 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 髙林 愛莉 たかばやし あいり Ｊ　中学生女子の部
50467 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 鈴木 優衣 すずき ゆい Ｊ　中学生女子の部
50465 静岡県 浜松修学舎中学校・高等学校 名取 殊里亜 なとり じゅりあ Ｊ　中学生女子の部
50207 静岡県 嶽空塾 村松 悠亜 むらまつ ゆうあ Ｊ　中学生女子の部
51171 千葉県 明花塾 菅谷 葵 すがや あおい Ｊ　中学生女子の部
51437 千葉県 茂原 池澤 朱香 いけざわ しゅか Ｊ　中学生女子の部
51440 千葉県 茂原 酒井 悠 さかい ゆう Ｊ　中学生女子の部
51444 千葉県 茂原 髙橋 凛 たかはし りん Ｊ　中学生女子の部
51439 千葉県 茂原 冨塚 千鶴 とみづか ちづる Ｊ　中学生女子の部
51325 大阪府 明空義塾大阪 今宮 侑希乃 いまみや ゆきの Ｊ　中学生女子の部
51096 大阪府 明空義塾大阪 佃 心美 つくだ ここみ Ｊ　中学生女子の部
51331 大阪府 明空義塾大阪 野田 美優 のだ みゆう Ｊ　中学生女子の部
51333 大阪府 明空義塾大阪 平井 友愛 ひらい とあ Ｊ　中学生女子の部
50790 長野県 空寿会 藤澤 心暖 ふじさわ こはる Ｊ　中学生女子の部
51662 東京都 東京空手倶楽部 菅谷 美衣 すがや みい Ｊ　中学生女子の部
51876 東京都 東京空手倶楽部 李 逸蕎 り やっきゅ Ｊ　中学生女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51068 福井県 名空会春江道場 佐々木 栞愛 ささき かんな Ｊ　中学生女子の部
51073 福井県 名空会春江道場 田中 結愛 たなか ゆあ Ｊ　中学生女子の部
51883 北海道 興道舘 櫻木 雪姫乃 さくらぎ ゆきの Ｊ　中学生女子の部
51478 北海道 忠道塾 山中 心愛 やまなか ここあ Ｊ　中学生女子の部
51108 北海道 明空義塾札幌 五十嵐 心羽 いがらし ことは Ｊ　中学生女子の部
51147 北海道 明空義塾札幌 太田 花 おおた はな Ｊ　中学生女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50903 愛知県 愛空塾常滑 松木囿 和輝 まつきぞの かずき K1　小学生6年男子の部
50526 愛知県 愛空塾南陵 皿井 晴翔 さらい はると K1　小学生6年男子の部
50311 愛知県 愛空塾南陵 間野 綾太 まの りょうた K1　小学生6年男子の部
50855 愛知県 愛空塾南陵 間宮 一稀 まみや いつき K1　小学生6年男子の部
51042 愛知県 育英館碧南 田中 智也 たなか ともや K1　小学生6年男子の部
50588 愛知県 岩倉 平 鉄生 ひら てっしょう K1　小学生6年男子の部
50278 愛知県 守禮塾御津 木下 空胡把 きのした くうは K1　小学生6年男子の部
50768 愛知県 俊和会本部 安達 那起 あだち なおき K1　小学生6年男子の部
50561 愛知県 水風会江南 今津 僚介 いまづ りょうすけ K1　小学生6年男子の部
50550 愛知県 水風会江南 蛭田 快斗 ひるた かいと K1　小学生6年男子の部
50765 愛知県 水風会名東 山根 有喜 やまね ゆうき K1　小学生6年男子の部
51391 愛知県 泰誠会 谷川 直顕 たにがわ なおたか K1　小学生6年男子の部
51011 愛知県 達和会 髙橋 愛河 たかはし あいが K1　小学生6年男子の部
51894 愛知県 知空会桜井 鈴木 顕太 すずき けんた K1　小学生6年男子の部
51318 愛知県 中京会 呉 世聡 ご よさと K1　小学生6年男子の部
50869 愛知県 鶴友会 稲垣 敦也 いながき あつや K1　小学生6年男子の部
50849 愛知県 鶴友会 今村 光佑 いまむら こうすけ K1　小学生6年男子の部
50831 愛知県 鶴友会 柚原 朱佑 ゆはら しゅう K1　小学生6年男子の部
50838 愛知県 名空会研修センター 加藤 由 かとう ゆう K1　小学生6年男子の部
51563 愛知県 名空会研修センター 鈴木 獅悠 すずき しゆう K1　小学生6年男子の部
50863 愛知県 名空会瀬戸 小澤 蓮汰楼 おざわ れんたろう K1　小学生6年男子の部
50107 愛知県 錬成館尾西 野田 春馬 のだ はるま K1　小学生6年男子の部
50976 岡山県 岡山 石渡 海斗 いしわたり かいと K1　小学生6年男子の部
51026 岡山県 岡山 鴻上 大熙 こうかみ はるき K1　小学生6年男子の部
50987 岡山県 岡山 篠田 海聖 しのだ かざと K1　小学生6年男子の部
50983 岡山県 岡山 長瀬 心 ながせ しん K1　小学生6年男子の部
50978 岡山県 岡山 人見 桂太 ひとみ けいた K1　小学生6年男子の部
51517 岡山県 岡山県西大寺 植田 倫豪 うえだ みちたか K1　小学生6年男子の部
50710 岡山県 玉野 鈴木 康太 すずき こうた K1　小学生6年男子の部
50404 岐阜県 岐刑則松 青山 大翔 あおやま はると K1　小学生6年男子の部
51274 岐阜県 岐東 今井 翔麻 いまい しょうま K1　小学生6年男子の部
51189 岐阜県 岐東 室伏 颯 むろふし そう K1　小学生6年男子の部
50452 岐阜県 神岡道場 井上 登翔 いのうえ とわ K1　小学生6年男子の部
50458 岐阜県 神岡道場 横井 悠人 よこい ゆうと K1　小学生6年男子の部
51753 岐阜県 川島 苅谷 怜音 かりや れおん K1　小学生6年男子の部
50151 岐阜県 美濃 佐藤 飛和 さとう とわ K1　小学生6年男子の部
50046 岐阜県 美濃 澤田 挨希 さわだ あいき K1　小学生6年男子の部
50064 岐阜県 美濃 千賀 奏芽 せんが かなめ K1　小学生6年男子の部
50003 岐阜県 美濃 名古路 誠 なこじ まこと K1　小学生6年男子の部
50028 岐阜県 美濃 野平 爽太 のひら そうた K1　小学生6年男子の部
51139 岐阜県 美濃 長谷川 和通 はせがわ なつ K1　小学生6年男子の部
50036 岐阜県 美濃 平工 遼祐 ひらく りょうすけ K1　小学生6年男子の部
51122 岐阜県 陽南 村上 大鷹 むらかみ たいよう K1　小学生6年男子の部
51938 宮城県 松山 早坂 優吾 はやさか ゆうご K1　小学生6年男子の部
51130 宮城県 和道会名取 板橋 郭成 いたばし かつしげ K1　小学生6年男子の部
51081 広島県 広島東 遠藤 隼 えんどう しゅん K1　小学生6年男子の部
51599 埼玉県 白水修養会 佐藤 有耶 さとう ゆうや K1　小学生6年男子の部
51602 埼玉県 白水修養会 西村 龍成 にしむら りゅうせい K1　小学生6年男子の部
50307 三重県 愛空塾三重 太田 琉貴 おおた りゅうき K1　小学生6年男子の部
50206 三重県 愛空塾四日市南 木村 奏翔 きむら かなと K1　小学生6年男子の部
50634 三重県 和道会津 松岡 俐弥 まつおか りいや K1　小学生6年男子の部
51832 山形県 崇武館本部 島田 翔瑠 しまだ かける K1　小学生6年男子の部
50485 山口県 三松会 井原 悠翔 いはら ゆうと K1　小学生6年男子の部
50962 山口県 三松会 山藤 帆夏 やまふじ ほだか K1　小学生6年男子の部
50789 神奈川県 順天会            柴田 悠介 しばた ゆうすけ K1　小学生6年男子の部
51680 神奈川県 城志館 千葉 蓮友 ちば れんすけ K1　小学生6年男子の部
50808 静岡県 拳友塾 川原﨑 伊織 かわはらさき いおり K1　小学生6年男子の部
50806 静岡県 拳友塾 中村 太臥 なかむら たいが K1　小学生6年男子の部
50853 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 髙林 虎白 たかばやし こはく K1　小学生6年男子の部
50126 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 田仲 功磨 たなか こうま K1　小学生6年男子の部
51731 静岡県 杉浦錬成塾自清会 曽布川 陽斗 そぶかわ はると K1　小学生6年男子の部
50018 静岡県 杉浦錬成塾本部 足立 侑唯斗 あだち ゆいと K1　小学生6年男子の部
51149 静岡県 杉浦錬成塾本部 池ヶ谷 航大 いけがや こうた K1　小学生6年男子の部
51100 静岡県 杉浦錬成塾本部 古山 諒門 こやま まさひろ K1　小学生6年男子の部
51376 静岡県 千秋会かわはら 梅原 郁也 うめはら ふみや K1　小学生6年男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51435 千葉県 茂原 金坂 晴 かねさか はる K1　小学生6年男子の部
51878 千葉県 茂原 鎗田 一 やりた はじめ K1　小学生6年男子の部
51487 大阪府 尚武館 芦田 響 あしだ ひびき K1　小学生6年男子の部
51482 大阪府 尚武館 八木 拓真 やぎ たくま K1　小学生6年男子の部
51344 大阪府 明空義塾大阪 野田 大志 のだ たいし K1　小学生6年男子の部
50792 長野県 空寿会 大方 凱元 おおかた ときまさ K1　小学生6年男子の部
50980 東京都 空和会 池田 悠真 いけだ はるま K1　小学生6年男子の部
50990 東京都 空和会 加藤 英義 かとう ひでよし K1　小学生6年男子の部
50999 東京都 空和会 本多 慶一郎 ほんだ けいいちろう K1　小学生6年男子の部
51743 東京都 町田誠空会 大森 優斗 おおもり ゆうと K1　小学生6年男子の部
51745 東京都 町田誠空会 谷平 龍星 たにひら りょうせい K1　小学生6年男子の部
50746 栃木県 俊和義塾栃木 槌屋 勇気 つちや ゆうき K1　小学生6年男子の部
50950 福井県 技道塾 玄海 大翔 げんかい ひろと K1　小学生6年男子の部
50277 福井県 秀道館 雪森 瞭 ゆきもり りょう K1　小学生6年男子の部
51884 北海道 興道舘 櫻木 煌将 さくらぎ てるまさ K1　小学生6年男子の部
51882 北海道 興道舘 笹岡 凌介 ささおか りょうすけ K1　小学生6年男子の部
51184 北海道 明空義塾札幌 太田口 結人 おおたぐち ゆいと K1　小学生6年男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50814 愛知県 愛空塾南陵 北崎 菜凪 きたざき なな K2　小学生6年女子の部
50400 愛知県 育英館武道場 酒井 美幸花 さかい みゆか K2　小学生6年女子の部
50491 愛知県 水風会愛西 大野 心華 おおの こはな K2　小学生6年女子の部
50088 愛知県 水風会愛西 佐藤 あずみ さとう あずみ K2　小学生6年女子の部
50471 愛知県 水風会本部 望月 えみり もちづき えみり K2　小学生6年女子の部
51398 愛知県 泰誠会 秋田 紗 あきた さや K2　小学生6年女子の部
51386 愛知県 泰誠会 川見 桜 かわみ さくら K2　小学生6年女子の部
51381 愛知県 泰誠会 都築 明笑 つづき めい K2　小学生6年女子の部
51892 愛知県 知空会桜井 鈴木 優奈 すずき ゆうな K2　小学生6年女子の部
50313 愛知県 鶴友会 田島 和奏 たじま わかな K2　小学生6年女子の部
51537 岩手県 大畑 髙橋 心海 たかはし ここみ K2　小学生6年女子の部
51704 岩手県 箱石道場 格矢 瑞紀 かくや みずき K2　小学生6年女子の部
51387 岐阜県 高山 上屋 雪莉 かみや せり K2　小学生6年女子の部
50454 岐阜県 神岡道場 清水 理子 しみず りこ K2　小学生6年女子の部
50455 岐阜県 神岡道場 白鳥 伶奈 しらとり れな K2　小学生6年女子の部
50456 岐阜県 神岡道場 古谷 咲希 ふるや さき K2　小学生6年女子の部
51186 岐阜県 美濃 大澤 祐月 おおさわ ゆづき K2　小学生6年女子の部
50044 岐阜県 美濃 坂井 玲心 さかい れいみ K2　小学生6年女子の部
50559 岐阜県 本巣 河野 天音 こうの あまね K2　小学生6年女子の部
50077 岐阜県 陽南 臼井 瑠稀愛 うすい るきあ K2　小学生6年女子の部
51720 宮城県 古川和道会 阿部 莉凡 あべ りぼん K2　小学生6年女子の部
51513 広島県 広島東 林 結奈 はやし ゆいな K2　小学生6年女子の部
50622 三重県 和道会津 堀田 菜木 ほりた なぎ K2　小学生6年女子の部
51230 山梨県 南松院空手道会 佐野 瑠架 さの るか K2　小学生6年女子の部
50503 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 林 瑞月 はやし みづき K2　小学生6年女子の部
50851 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 髙林 玲亜 たかばやし れあ K2　小学生6年女子の部
51561 静岡県 杉浦錬成塾自清会 和田 凪紗 わだ なぎさ K2　小学生6年女子の部
50243 静岡県 杉浦錬成塾浜松アリーナ 鳥居 莉百 とりい りお K2　小学生6年女子の部
51889 静岡県 杉浦錬成塾本部 杉田 ここの すぎた ここの K2　小学生6年女子の部
51492 大阪府 尚武館 太田 帆香 おおた ほのか K2　小学生6年女子の部
51504 大阪府 尚武館 小野山 紗雪 おのやま さゆき K2　小学生6年女子の部
51498 大阪府 尚武館 小原 あまね おはら あまね K2　小学生6年女子の部
51337 大阪府 明空義塾大阪 小野 杏奈 おの あんな K2　小学生6年女子の部
51342 大阪府 明空義塾大阪 中村 心咲 なかむら みさき K2　小学生6年女子の部
51677 東京都 IHI 須藤 葵 すどう あおい K2　小学生6年女子の部
51069 福井県 名空会春江道場 佐々木 心愛 ささき ここあ K2　小学生6年女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50915 愛知県 愛空塾常滑 堀本 翔希 ほりもと しょうき L1　小学生5年男子の部
50222 愛知県 愛空塾常滑 山下 來恩 やました らいおん L1　小学生5年男子の部
50698 愛知県 愛空塾青海 鷲尾 空臥 わしお くうが L1　小学生5年男子の部
51310 愛知県 愛空塾知多 浅井 崚杜 あさい りょうと L1　小学生5年男子の部
50225 愛知県 愛空塾南陵 町田 璃人 まちだ りひと L1　小学生5年男子の部
50210 愛知県 愛空塾南陵 松木 椋飛 まつき りょうと L1　小学生5年男子の部
50167 愛知県 愛空塾南陵 山崎 廉太 やまざき れんた L1　小学生5年男子の部
50881 愛知県 俊和会本部 大中 遼 おおなか りょう L1　小学生5年男子の部
51531 愛知県 俊和会本部 藤原 弘成 ふじわら ひろなり L1　小学生5年男子の部
50548 愛知県 水風会江南 大野 真陽夏 おおの まひな L1　小学生5年男子の部
51691 愛知県 水風会名東 浅井 仁玄 あさい じげん L1　小学生5年男子の部
51165 愛知県 水風会名東 山根 勇太 やまね ゆうた L1　小学生5年男子の部
50150 愛知県 成友塾二川 本多 亘 ほんだ わたる L1　小学生5年男子の部
51395 愛知県 泰誠会 加藤 月唯 かとう るい L1　小学生5年男子の部
51014 愛知県 達和会 宮城 海空斗 みやぎ みくと L1　小学生5年男子の部
50800 愛知県 中京会八事空手道場 吉田 光騎 よしだ こうき L1　小学生5年男子の部
51163 愛知県 名空会研修センター 吉川 拳志楼 よしかわ けんしろう L1　小学生5年男子の部
50256 愛知県 錬成館古城 出口 丈二朗 でぐち じょうじろう L1　小学生5年男子の部
50961 愛知県 錬成館古城 永野 翔大 ながの しょうた L1　小学生5年男子の部
50989 岡山県 岡山 佐藤 奏太 さとう そうた L1　小学生5年男子の部
51393 岐阜県 高山 圓田 泰暉 えんだ たいき L1　小学生5年男子の部
50451 岐阜県 神岡道場 定森 太一郎 さだもり たいちろう L1　小学生5年男子の部
50272 岐阜県 美濃 石原 綾人 いしはら あやと L1　小学生5年男子の部
50032 岐阜県 美濃 大中 颯真 おおなか そうま L1　小学生5年男子の部
50213 岐阜県 美濃 大野 喜一 おおの きいち L1　小学生5年男子の部
50214 岐阜県 美濃 田原 琉汰郎 たはら りゅうたろう L1　小学生5年男子の部
50073 岐阜県 美濃 西部 樹 にしぶ いつき L1　小学生5年男子の部
51525 岐阜県 美濃 西部 祐冴 にしぶ ゆうご L1　小学生5年男子の部
50379 岐阜県 美濃加茂 古川 善統 ふるかわ よしのり L1　小学生5年男子の部
50265 岐阜県 名空会岐阜 近藤 壮一郎 こんどう そういちろう L1　小学生5年男子の部
50928 岐阜県 名空会岐阜 杉山 瑛祐 すぎやま えいすけ L1　小学生5年男子の部
50923 岐阜県 名空会岐阜 古野 泰清 ふるの たいせい L1　小学生5年男子の部
51939 宮城県 松山 鈴木 大智 すずき たいち L1　小学生5年男子の部
51083 広島県 広島東 宮本 海晴 みやもと かいせい L1　小学生5年男子の部
50758 香川県 西讃 大西 雄理 おおにし ゆうり L1　小学生5年男子の部
51417 埼玉県 KICK大心館 枝久保 陽 えだくぼ 陽 L1　小学生5年男子の部
51419 埼玉県 KICK大心館 佐藤 太陽 さとう たいよう L1　小学生5年男子の部
51418 埼玉県 KICK大心館 高橋 駿斗 たかはし はやと L1　小学生5年男子の部
51591 埼玉県 白水修養会 高塩 禅 たかしお ぜん L1　小学生5年男子の部
51593 埼玉県 白水修養会 平井 徹志 ひらい てつし L1　小学生5年男子の部
50662 三重県 和道会津 杉山 倫也 すぎやま みちや L1　小学生5年男子の部
51294 山形県 崇武館本部 星川　 真之介 ほしかわ しんのすけ L1　小学生5年男子の部
50505 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 西崎 壮 にしざき そう L1　小学生5年男子の部
50506 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 湯浅 那央 ゆあさ なおう L1　小学生5年男子の部
51406 神奈川県 奥町道場 冨澤 塁 とみざわ るい L1　小学生5年男子の部
51408 神奈川県 奥町道場 西尾 航汰 にしお こうた L1　小学生5年男子の部
51682 神奈川県 城志館 鶴谷 樹 つるや いつき L1　小学生5年男子の部
51681 神奈川県 城志館 吉田 史穏 よしだ しおん L1　小学生5年男子の部
50811 静岡県 拳友塾 上原 和真 うえはら かずま L1　小学生5年男子の部
50805 静岡県 拳友塾 若林 蒼空 わかばやし そら L1　小学生5年男子の部
51556 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 古橋 悠真 ふるはし ゆうま L1　小学生5年男子の部
51363 石川県 名空会金沢道場 澤田 城之介 さわだ じょうのすけ L1　小学生5年男子の部
51835 千葉県 昇政塾 高田 尊 たかだ たける L1　小学生5年男子の部
51431 千葉県 茂原 冨塚 大輝 とみづか だいき L1　小学生5年男子の部
51503 大阪府 尚武館 小野山 寛祐 おのやま かんすけ L1　小学生5年男子の部
51092 大阪府 明空義塾大阪 山本 蒼汰 やまもと そうた L1　小学生5年男子の部
51763 東京都 蒼鷹会 加藤 友粋 かとう ともき L1　小学生5年男子の部
51765 東京都 蒼鷹会 深澤 佑太 ふかざわ ゆうた L1　小学生5年男子の部
50952 福井県 技道塾 辻 陽樹 つじ はるき L1　小学生5年男子の部
50240 福井県 秀道館 川治 郁也 かわじ いくや L1　小学生5年男子の部
50162 福井県 秀道館 小林 世韻 こばやし せいん L1　小学生5年男子の部
50259 福井県 秀道館 宮川 律生 みやがわ りつい L1　小学生5年男子の部
51644 福岡県 拳誠塾 榎本 篤人 えのもと あつと L1　小学生5年男子の部
51656 福岡県 尚心道場 池田 秀登 いけだ ひでと L1　小学生5年男子の部
51109 北海道 明空義塾札幌 五十嵐 悠仁 いがらし ゆうと L1　小学生5年男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51041 愛知県 育英館碧南 山本 海里 やまもと かいり L2　小学生5年女子の部
50605 愛知県 岩倉 鬼頭 美多 きとう うた L2　小学生5年女子の部
51396 愛知県 泰誠会 小林 靖奈 こばやし せいな L2　小学生5年女子の部
51510 愛知県 大和 宮ノ腰 凛音 みやのこし りのん L2　小学生5年女子の部
50320 愛知県 中京会八事空手道場 佐久間 綾乃 さくま あやの L2　小学生5年女子の部
51585 愛知県 名空会瀬戸 古橋 亜也 ふるはし あや L2　小学生5年女子の部
50677 愛知県 錬成館古城 河口 志保 かわぐち しほ L2　小学生5年女子の部
50328 愛知県 錬成館古城 藤井 結楽 ふじい ゆら L2　小学生5年女子の部
50057 愛知県 錬成館古城 守屋　 美咲 もりや　 みさき L2　小学生5年女子の部
50422 岐阜県 古川 岡田 莉央 おかだ りお L2　小学生5年女子の部
50201 岐阜県 美濃 洞崎 珠羽 ほらざき じゅね L2　小学生5年女子の部
50216 岐阜県 美濃 山田 七瑠 やまだ ななる L2　小学生5年女子の部
50351 岐阜県 美濃加茂 野村 海恋 のむら みこ L2　小学生5年女子の部
50232 岐阜県 名空会岐阜 佐々木 美空 ささき みそら L2　小学生5年女子の部
51127 宮城県 和道会名取 佐々木 悠夏 ささき ゆか L2　小学生5年女子の部
51079 広島県 広島東 岡村 渚 おかむら なぎさ L2　小学生5年女子の部
51077 広島県 広島東 佐伯 茉咲愛 さいき まきあ L2　小学生5年女子の部
50759 香川県 西讃 岡田 莉々翔 おかだ りりか L2　小学生5年女子の部
51416 埼玉県 KICK大心館 羽鳥 希風 はとり のかぜ L2　小学生5年女子の部
51117 埼玉県 浦和修道館 高嶋 茜和 たかしま さな L2　小学生5年女子の部
51597 埼玉県 白水修養会 梅澤 サラ うめざわ さら L2　小学生5年女子の部
51595 埼玉県 白水修養会 福沢 心結 ふくざわ みゆ L2　小学生5年女子の部
50080 三重県 愛空塾四日市南 青池 里美 あおいけ さとみ L2　小学生5年女子の部
50504 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 田上 結楽 たのうえ ゆら L2　小学生5年女子の部
50124 静岡県 千秋会杉山 杉山 愛納 すぎやま あなん L2　小学生5年女子の部
51248 千葉県 昇政塾 鎌田 琥珀 かまた こはく L2　小学生5年女子の部
51434 千葉県 茂原 酒井 環 さかい たまき L2　小学生5年女子の部
51433 千葉県 茂原 酒井 渚 さかい なぎさ L2　小学生5年女子の部
51350 大阪府 明空義塾大阪 髙倉 緋真 たかくら ひな L2　小学生5年女子の部
51346 大阪府 明空義塾大阪 平田 紗愛 ひらた さえ L2　小学生5年女子の部
51741 東京都 町田誠空会 大森 優奈 おおもり ゆな L2　小学生5年女子の部
51136 北海道 明空義塾札幌 内河 由貴 うちかわ ゆき L2　小学生5年女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50702 愛知県 愛空塾青海 阿曽 柊汰 あそう しゅうた M1　小学生4年男子の部
50700 愛知県 愛空塾青海 佐藤 輝 さとう てる M1　小学生4年男子の部
50704 愛知県 愛空塾青海 渡辺 朝空 わたなべ さく M1　小学生4年男子の部
51307 愛知県 愛空塾知多 昆野 遥眞 こんの はるま M1　小学生4年男子の部
50017 愛知県 愛空塾知多 長坂 柊空 ながさか とあ M1　小学生4年男子の部
51534 愛知県 愛空塾南陵 明壁 永季 あすかべ はるき M1　小学生4年男子の部
50819 愛知県 愛空塾南陵 辻 琉人 つじ るいと M1　小学生4年男子の部
50857 愛知県 愛空塾南陵 間宮 颯士 まみや そうし M1　小学生4年男子の部
51170 愛知県 育英館武道場 加藤 純貴 かとう じゅんき M1　小学生4年男子の部
51137 愛知県 育英館武道場 武 以沢 たけ いざわ M1　小学生4年男子の部
51247 愛知県 中京会 阪野 智弥 ばんの ともや M1　小学生4年男子の部
50909 愛知県 錬成館尾西 加藤 悠真 かとう ゆうま M1　小学生4年男子の部
50992 岡山県 岡山 長瀬 琥二郎 ながせ こじろう M1　小学生4年男子の部
50712 岡山県 玉野 橋本 陸空 はしもと りく M1　小学生4年男子の部
51540 岩手県 大畑 悦渕 慧 いわいぶち ひかる M1　小学生4年男子の部
51044 岐阜県 高山 渡邊 結仁 わたなべ ゆいと M1　小学生4年男子の部
50043 岐阜県 美濃 坂井 威仁 さかい たかひと M1　小学生4年男子の部
51220 岐阜県 美濃 杉山 和柘 すぎやま なつ M1　小学生4年男子の部
50004 岐阜県 美濃 名古路 渉 なこじ わたる M1　小学生4年男子の部
50029 岐阜県 美濃 野平 渓太 のひら けいた M1　小学生4年男子の部
51141 岐阜県 美濃 長谷川 斗亜 はせがわ とあ M1　小学生4年男子の部
51203 岐阜県 美濃 武藤 蓮旺 むとう れお M1　小学生4年男子の部
50896 岐阜県 名空会池田 服部 掬之介 はっとり きくのすけ M1　小学生4年男子の部
51066 広島県 広島東 長行 我生 ながゆき がい M1　小学生4年男子の部
51514 広島県 広島東 林 　郁翔 はやし いくと M1　小学生4年男子の部
51488 佐賀県 旭 佐藤 智紀 さとう とものり M1　小学生4年男子の部
51420 埼玉県 KICK大心館 登 拓巳 のぼる たくみ M1　小学生4年男子の部
50648 三重県 和道会津 菅原 成義 すがわら なぎ M1　小学生4年男子の部
51232 山梨県 南松院空手道会 望月 渓士朗 もちづき けいしろう M1　小学生4年男子の部
50507 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 中村 一心 なかむら いっしん M1　小学生4年男子の部
51684 神奈川県 城志館 菅原 榛馬 すがわら はるま M1　小学生4年男子の部
51683 神奈川県 城志館 鈴木 煌士 すずき こうじ M1　小学生4年男子の部
51272 静岡県 修空会 菊川 奨護 きくかわ しょうご M1　小学生4年男子の部
51207 静岡県 杉浦錬成塾自清会 三和 柚輝 みわ ゆずき M1　小学生4年男子の部
50822 静岡県 杉浦錬成塾浜松アリーナ 太田 圭哉 おおた けいや M1　小学生4年男子の部
51368 静岡県 千秋会かわはら 一瀬 輝翔 いちのせ きらと M1　小学生4年男子の部
51369 静岡県 千秋会かわはら 髙橋 宗真 たかはし そうま M1　小学生4年男子の部
51373 静岡県 千秋会かわはら 宮城 海樹 みやぎ うつき M1　小学生4年男子の部
51371 静岡県 千秋会かわはら 宮島 吉平 みやじま きっぺい M1　小学生4年男子の部
51427 千葉県 茂原 池澤 尊生 いけざわ たける M1　小学生4年男子の部
51501 大阪府 尚武館 古川 夏楓 ふるかわ かえで M1　小学生4年男子の部
51084 大阪府 明空義塾大阪 井上 瑠斗 いのうえ りゅうと M1　小学生4年男子の部
51088 大阪府 明空義塾大阪 伊吹 大輝 いぶき たいき M1　小学生4年男子の部
51356 大阪府 明空義塾大阪 佐々木 功 ささき こう M1　小学生4年男子の部
51094 大阪府 明空義塾大阪 佃 峻弥 つくだ しゅんや M1　小学生4年男子の部
50794 長野県 空寿会 大方 悠之伸 おおかた はるのしん M1　小学生4年男子の部
50747 栃木県 俊和義塾栃木 槌屋 力 つちや りき M1　小学生4年男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50528 愛知県 愛空塾南陵 皿井 珠奈 さらい じゅな M2　小学生4年女子の部
51415 愛知県 愛空塾南陵 盛田 來未 もりた くるみ M2　小学生4年女子の部
51895 愛知県 水風会愛西 井上 葵生 いのうえ きい M2　小学生4年女子の部
51389 愛知県 泰誠会 谷川 千紘 たにがわ ちひろ M2　小学生4年女子の部
50563 愛知県 中京会八事空手道場 田島 彩羽 たじま いろは M2　小学生4年女子の部
50050 愛知県 錬成館古城 水谷 優里 みずたに ゆうり M2　小学生4年女子の部
50598 愛知県 錬成館古城 山田 佳歩 やまだ かほ M2　小学生4年女子の部
50061 岐阜県 中島 安達 楓子 あだち ふうこ M2　小学生4年女子の部
50027 岐阜県 美濃 神谷 珂帆 かみや かほ M2　小学生4年女子の部
50035 岐阜県 美濃 山崎 綾夏 やまざき あやか M2　小学生4年女子の部
51422 埼玉県 KICK大心館 羽鳥 愛生 はとり なるせ M2　小学生4年女子の部
51589 埼玉県 白水修養会 西村 莉緒 にしむら りお M2　小学生4年女子の部
50567 山口県 三松会 米田 優月華 よねだ うるは M2　小学生4年女子の部
51375 静岡県 千秋会かわはら 高橋 依央 たかはし いお M2　小学生4年女子の部
51173 千葉県 明花塾 八幡 紗希 やわた さき M2　小学生4年女子の部
51172 千葉県 明花塾 八幡 真希 やわた まき M2　小学生4年女子の部
51430 千葉県 茂原 神馬 李桜 じんま いお M2　小学生4年女子の部
51428 千葉県 茂原 中村 栞緒 なかむら しお M2　小学生4年女子の部
51429 千葉県 茂原 森 千遥 もり ちはる M2　小学生4年女子の部
51354 大阪府 明空義塾大阪 坂口 りお さかぐち りお M2　小学生4年女子の部
51352 大阪府 明空義塾大阪 野田 優菜 のだ ゆうな M2　小学生4年女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51303 愛知県 愛空塾常滑 竹内 悠稀 たけうち ゆき Ｎ　小学生3年男女の部
50905 愛知県 愛空塾常滑 松木囿 和音 まつきぞの かずね Ｎ　小学生3年男女の部
50706 愛知県 愛空塾青海 久田 ?馬 ひさだ てんま Ｎ　小学生3年男女の部
50718 愛知県 愛空塾青海 鷲尾 漣珂 わしお れっが Ｎ　小学生3年男女の部
51059 愛知県 愛空塾南陵 中野 龍之晋 なかの りゅうのしん Ｎ　小学生3年男女の部
50374 愛知県 愛空塾南陵 古川 登間 ふるかわ とうま Ｎ　小学生3年男女の部
50859 愛知県 愛空塾南陵 間宮 大智 まみや たいち Ｎ　小学生3年男女の部
51718 愛知県 愛空塾南陵 横井 美瑠 よこい りみ Ｎ　小学生3年男女の部
50402 愛知県 育英館武道場 酒井 愛花音 さかい あかね Ｎ　小学生3年男女の部
51039 愛知県 育英館碧南 杉浦 健琉 すぎうら たける Ｎ　小学生3年男女の部
51040 愛知県 育英館碧南 竹内 丈聖 たけうち じょうせい Ｎ　小学生3年男女の部
50590 愛知県 岩倉 平 風花 ひら ふうか Ｎ　小学生3年男女の部
50748 愛知県 拳誠會 松本 海叶 まつもと かいと Ｎ　小学生3年男女の部
50396 愛知県 守禮塾御津 中村 夢利 なかむら ゆめと Ｎ　小学生3年男女の部
50884 愛知県 俊和会本部 大中 莉子 おおなか りこ Ｎ　小学生3年男女の部
51806 愛知県 俊和会本部 山本 修治 やまもと しゅうじ Ｎ　小学生3年男女の部
50271 愛知県 水風会愛西 山川 咲月 やまかわ さつき Ｎ　小学生3年男女の部
50472 愛知県 水風会本部 望月 銀成 もちづき ぎんせい Ｎ　小学生3年男女の部
51383 愛知県 泰誠会 川見 柚 かわみ ゆず Ｎ　小学生3年男女の部
51243 愛知県 中京会 呉 世驥 ご よき Ｎ　小学生3年男女の部
50323 愛知県 中京会八事空手道場 佐久間 太一 さくま たいち Ｎ　小学生3年男女の部
50801 愛知県 中京会八事空手道場 吉田 旭里 よしだ あさと Ｎ　小学生3年男女の部
50843 愛知県 名空会研修センター 酒井 洸 さかい こう Ｎ　小学生3年男女の部
51713 愛知県 名空会豊田 坂本 篤樹 さかもと あつき Ｎ　小学生3年男女の部
50337 愛知県 錬成館古城 浅野 晴斗 あさの はると Ｎ　小学生3年男女の部
50330 愛知県 錬成館古城 藤井 壮志 ふじい そうし Ｎ　小学生3年男女の部
51098 愛知県 錬成館尾西 栗木 ひな くりき ひな Ｎ　小学生3年男女の部
50105 愛知県 錬成館尾西 野田 奏 のだ かなで Ｎ　小学生3年男女の部
50998 岡山県 岡山 篠田 聖琉 しのだ せいる Ｎ　小学生3年男女の部
50523 岐阜県 岐刑則松 大西 珠愛 おおにし じゅな Ｎ　小学生3年男女の部
50521 岐阜県 古川 小谷 奏太 こだに そうた Ｎ　小学生3年男女の部
50432 岐阜県 古川 濱口 天晴 はまぐち てんせい Ｎ　小学生3年男女の部
51046 岐阜県 高山 小鳥 雄矢 おどり ゆうや Ｎ　小学生3年男女の部
51049 岐阜県 高山 田中 晴道 たなか はるみち Ｎ　小学生3年男女の部
51050 岐阜県 高山 前田 尚太 まえだ なおた Ｎ　小学生3年男女の部
50447 岐阜県 神岡道場 甲谷 結花 こうたに ゆいか Ｎ　小学生3年男女の部
50448 岐阜県 神岡道場 高野 颯大 たかの そうた Ｎ　小学生3年男女の部
50450 岐阜県 神岡道場 横井 開人 よこい かいと Ｎ　小学生3年男女の部
50006 岐阜県 美濃 今峰 奏飛 いまみね かなと Ｎ　小学生3年男女の部
50033 岐阜県 美濃 大中 杏莉 おおなか あんり Ｎ　小学生3年男女の部
50202 岐阜県 美濃 甲斐 桔平 かい きっぺい Ｎ　小学生3年男女の部
50030 岐阜県 美濃 神谷 凌帆 かみや りほ Ｎ　小学生3年男女の部
50495 岐阜県 美濃 須田 隆士 すだ りゅうと Ｎ　小学生3年男女の部
50074 岐阜県 美濃 西部 ななは にしぶ ななは Ｎ　小学生3年男女の部
50037 岐阜県 美濃 平工 蓮翔 ひらく れんと Ｎ　小学生3年男女の部
50381 岐阜県 美濃加茂 古川 拓磨 ふるかわ たくま Ｎ　小学生3年男女の部
50659 岐阜県 北方 古野 煌真 ふるの こうま Ｎ　小学生3年男女の部
50608 岐阜県 陽南 小寺 由乃 こでら ゆの Ｎ　小学生3年男女の部
51123 岐阜県 陽南 村上 栞菜 むらかみ かんな Ｎ　小学生3年男女の部
51941 宮城県 松山 鈴木 皓大 すずき こうだい Ｎ　小学生3年男女の部
51070 広島県 広島東 長行 眞桜 ながゆき まお Ｎ　小学生3年男女の部
50760 香川県 西讃 牧 るり まき るり Ｎ　小学生3年男女の部
51587 埼玉県 白水修養会 佐藤 愛花 さとう あいか Ｎ　小学生3年男女の部
50678 三重県 和道会津 坂井 暖 さかい のん Ｎ　小学生3年男女の部
50629 三重県 和道会津 諏訪 琳太朗 すわ りんたろう Ｎ　小学生3年男女の部
51833 山形県 崇武館本部 湯本 海心 ゆもと かいしん Ｎ　小学生3年男女の部
51226 山梨県 南松院空手道会 榊原 岬咲 さかきばら みさき Ｎ　小学生3年男女の部
50509 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 富田 悠真 とみた ゆうま Ｎ　小学生3年男女の部
50508 滋賀県 拳誠塾内田塾滋賀 中島 廉 なかじま れん Ｎ　小学生3年男女の部
51687 神奈川県 城志館 松尾 琉虎 まつお りゅうが Ｎ　小学生3年男女の部
50809 静岡県 拳友塾 川原﨑 雅久 かわはらさき がく Ｎ　小学生3年男女の部
50807 静岡県 拳友塾 中村 彩愛 なかむら あやめ Ｎ　小学生3年男女の部
50173 静岡県 焼津和道館 新井 謙心 あらい けんしん Ｎ　小学生3年男女の部
51690 静岡県 瑞空塾至誠道場 石原 柚奈 いしはら ゆずな Ｎ　小学生3年男女の部
50424 静岡県 瑞空塾至誠道場 北川 凉風 きたがわ すずか Ｎ　小学生3年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51912 静岡県 瑞空塾至誠道場 佐野 樹里 さの じゅり Ｎ　小学生3年男女の部
50333 静岡県 瑞空塾至誠道場 藤田 琉唯 ふじた るい Ｎ　小学生3年男女の部
50966 静岡県 杉浦錬成塾本部 大塚 光稀 おおつか みつき Ｎ　小学生3年男女の部
51102 静岡県 杉浦錬成塾本部 小林 泰駕 こばやし たいが Ｎ　小学生3年男女の部
51103 静岡県 杉浦錬成塾本部 古山 晴土 こやま てるただ Ｎ　小学生3年男女の部
50687 静岡県 杉浦錬成塾本部 徳田 桃香 とくだ ももか Ｎ　小学生3年男女の部
51311 静岡県 杉浦錬成塾本部 平澤 実結 ひらさわ みゆう Ｎ　小学生3年男女の部
51361 石川県 名空会金沢道場 松井 悠真 まつい ゆうま Ｎ　小学生3年男女の部
51820 千葉県 雄飛会 神谷 拓実 かみや たくみ Ｎ　小学生3年男女の部
51486 大阪府 尚武館 芦田 潤 あしだ じゅん Ｎ　小学生3年男女の部
51090 大阪府 明空義塾大阪 村上 拓実 むらかみ たくみ Ｎ　小学生3年男女の部
51774 東京都 蒼鷹会 和田 柚花 わだ ゆうか Ｎ　小学生3年男女の部
50406 栃木県 俊和義塾栃木 石島 愛絆 いしじま あいな Ｎ　小学生3年男女の部
50391 栃木県 俊和義塾栃木 石島 愛絆 いしじま あいや Ｎ　小学生3年男女の部
50954 福井県 技道塾 辻 星樹 辻 せいじゅ Ｎ　小学生3年男女の部
50171 福井県 秀道館 秦 丈生 はた じょう Ｎ　小学生3年男女の部
50280 福井県 秀道館 雪森 慧 ゆきもり けい Ｎ　小学生3年男女の部
51885 北海道 興道舘 櫻木 心乃栞 さくらぎ このか Ｎ　小学生3年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50530 愛知県 愛空塾南陵 皿井 悠翔 さらい ゆうと Ｏ　小学生2年男女の部
50275 愛知県 愛空塾南陵 堀井 美玖 ほりい みく Ｏ　小学生2年男女の部
50169 愛知県 愛空塾南陵 山崎 愛來 やまざき あいら Ｏ　小学生2年男女の部
50717 愛知県 育英館武道場 呂 浩軒 ろ こうけん Ｏ　小学生2年男女の部
50602 愛知県 岩倉 鬼頭 奈夕 きとう なう Ｏ　小学生2年男女の部
50208 愛知県 水風会愛西 石橋 響太 いしばし きょうた Ｏ　小学生2年男女の部
51901 愛知県 水風会愛西 井上 愛生 いのうえ あお Ｏ　小学生2年男女の部
51394 愛知県 泰誠会 加藤 龍星 かとう りゅうせい Ｏ　小学生2年男女の部
51378 愛知県 泰誠会 都築 凰海 つづき こう Ｏ　小学生2年男女の部
50338 愛知県 錬成館古城 永井 佑磨 ながい ゆうま Ｏ　小学生2年男女の部
50103 愛知県 錬成館尾西 野田 篤人 のだ あつと Ｏ　小学生2年男女の部
51120 岡山県 岡山 小田 彩葉 おだ いろは Ｏ　小学生2年男女の部
51118 岡山県 岡山 金政 柚希 かねまさ ゆずき Ｏ　小学生2年男女の部
50412 岐阜県 岐刑則松 山田 紬愛 やまだ ちゅら Ｏ　小学生2年男女の部
51293 岐阜県 岐東 加藤 樹 かとう いつき Ｏ　小学生2年男女の部
50273 岐阜県 美濃 石原 来望 いしはら くるみ Ｏ　小学生2年男女の部
50045 岐阜県 美濃 澤田 ゆあり さわだ ゆあり Ｏ　小学生2年男女の部
51204 岐阜県 美濃 武藤 莉世 むとう りせ Ｏ　小学生2年男女の部
50097 岐阜県 美濃 山口 瑠唯 やまぐち るい Ｏ　小学生2年男女の部
50217 岐阜県 美濃 山田 健心 やまだ けんしん Ｏ　小学生2年男女の部
50078 岐阜県 陽南 臼井 聖哉 うすい せいや Ｏ　小学生2年男女の部
51277 広島県 JFE福山 杉原 颯人 すぎはら はやと Ｏ　小学生2年男女の部
51080 広島県 広島東 岡村 拳士 おかむら けんし Ｏ　小学生2年男女の部
50626 三重県 和道会津 濱口 丈 はまぐち じょう Ｏ　小学生2年男女の部
50810 静岡県 拳友塾 上原 有咲美 うえはら あさみ Ｏ　小学生2年男女の部
50812 静岡県 拳友塾 平野 綾人 ひらの やまと Ｏ　小学生2年男女の部
51267 静岡県 修空会 大石 愛翔 おおいし まなと Ｏ　小学生2年男女の部
50541 静岡県 瑞空塾至誠道場 伊藤 希 いとう まれ Ｏ　小学生2年男女の部
50512 静岡県 瑞空塾至誠道場 大村 紅葉 おおむら くれは Ｏ　小学生2年男女の部
51887 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 伊藤 賀功 いとう がく Ｏ　小学生2年男女の部
51558 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 古橋 結菜 ふるはし ゆいな Ｏ　小学生2年男女の部
51367 静岡県 千秋会かわはら 近藤 頼 こんどう より Ｏ　小学生2年男女の部
51421 千葉県 茂原 池澤 杏南 いけざわ あんな Ｏ　小学生2年男女の部
51424 千葉県 茂原 神馬 朱桜 じんま すざく Ｏ　小学生2年男女の部
51500 大阪府 尚武館 古川 莉愛 ふるかわ りあ Ｏ　小学生2年男女の部
51086 大阪府 明空義塾大阪 井上 絢心 いのうえ あこ Ｏ　小学生2年男女の部
51768 東京都 蒼鷹会 今島 有理 いましま ゆり Ｏ　小学生2年男女の部
51574 東京都 國學院大学紫魂会 丸毛 心桜 まるも こはる Ｏ　小学生2年男女の部
50195 福井県 秀道館 田中 英志 たなか えいじ Ｏ　小学生2年男女の部
50179 福井県 秀道館 早川 駿太郎 はやかわ しゅんたろう Ｏ　小学生2年男女の部
51071 福井県 名空会春江道場 佐々木 新太 ささき あらた Ｏ　小学生2年男女の部
51645 福岡県 拳誠塾 白石 詠一 しらいし えいいち Ｏ　小学生2年男女の部
51646 福岡県 拳誠塾 中島 弘人 なかしま ひろと Ｏ　小学生2年男女の部
51647 福岡県 拳誠塾 山本 祥生 やまもと しょうせい Ｏ　小学生2年男女の部
51185 北海道 明空義塾札幌 太田口 結乃 おおたぐち ゆいの Ｏ　小学生2年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50226 愛知県 愛空塾南陵 町田 陽人 まちだ はると Ｐ　小学生1年男女の部
51921 愛知県 愛空塾半田 及川 健太 おいかわ けんた Ｐ　小学生1年男女の部
51038 愛知県 育英館碧南 山本 空叶 やまもと そらと Ｐ　小学生1年男女の部
51577 愛知県 達和会 宮城 光 みやぎ らいと Ｐ　小学生1年男女の部
51018 愛知県 達和会 綿貫 岳 わたぬき がく Ｐ　小学生1年男女の部
51241 愛知県 中京会 タークォック バオ たーくぉっく ばお Ｐ　小学生1年男女の部
51890 愛知県 中京会八事空手道場 米増 涼太朗 よねます りょうたろう Ｐ　小学生1年男女の部
51002 岡山県 岡山 佐藤 雄生 さとう ゆうせい Ｐ　小学生1年男女の部
50407 岐阜県 岐刑則松 山田 拳生 やまだ けんしょう Ｐ　小学生1年男女の部
51052 岐阜県 高山 日野 日心 ひの にこ Ｐ　小学生1年男女の部
51175 岐阜県 中津川 堀尾 奏太 ほりお かなた Ｐ　小学生1年男女の部
50546 岐阜県 美濃 後藤 竜宜 ごとう たつよし Ｐ　小学生1年男女の部
50496 岐阜県 美濃 須田 琉也 すだ るきや Ｐ　小学生1年男女の部
50930 岐阜県 美濃 豊澤 陽太 とよざわ ようた Ｐ　小学生1年男女の部
50034 岐阜県 美濃 山崎 詩織 やまざき しおり Ｐ　小学生1年男女の部
51078 広島県 広島東 佐伯 愛華 さいき あやは Ｐ　小学生1年男女の部
50601 静岡県 瑞空塾至誠道場 久能 圭翔 くのう けいと Ｐ　小学生1年男女の部
51910 静岡県 瑞空塾至誠道場 佐野 彰一 さの しょういち Ｐ　小学生1年男女の部
50128 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 田仲 幸真 たなか ゆきまさ Ｐ　小学生1年男女の部
51206 静岡県 杉浦錬成塾浜松アリーナ 木舟 太一 きふね たいち Ｐ　小学生1年男女の部
51365 静岡県 千秋会かわはら 湯淺 葵 ゆあさ あおい Ｐ　小学生1年男女の部
51238 千葉県 昇政塾 砂川 結衣 すなかわ ゆい Ｐ　小学生1年男女の部
51358 大阪府 明空義塾大阪 野田 優愛 のだ ゆうあ Ｐ　小学生1年男女の部
51772 東京都 蒼鷹会 末吉 鷹之介 すえよし たかのすけ Ｐ　小学生1年男女の部
51770 東京都 蒼鷹会 平賀 柊羽 ひらが とわ Ｐ　小学生1年男女の部
50211 福井県 秀道館 阪井 優雅 さかい ゆうが Ｐ　小学生1年男女の部
50261 福井県 秀道館 宮川 維月 みやがわ いづき Ｐ　小学生1年男女の部
50282 福井県 秀道館 雪森 歩 ゆきもり あゆむ Ｐ　小学生1年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50245 愛知県 安城 小泉 浩 こいずみ ひろし Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50258 愛知県 一宮 三岳 芳郎 みたけ よしろう Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51781 愛知県 旺武館 佐藤 昇 さとう のぼる Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51780 愛知県 旺武館 山田 弘和 やまだ ひろかず Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50868 愛知県 士空会 高橋 宣樹 たかはし のぶき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50431 愛知県 水風会愛西 市川 雄三 いちかわ ゆうぞう Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50165 愛知県 水風会愛西 近藤 浩晃 こんどう ひろあき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51524 愛知県 水風会愛西 鷲野 武 わしの たけし Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50112 愛知県 水風会名東 嘉田 則裕 かた のりひろ Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51401 愛知県 泰誠会 八木 幹晴 やぎ みきはる Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51224 愛知県 知空会春日井 水谷 英和 みずたに ひで Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51262 愛知県 鶴友会 毛利 秀昭 もうり ひであき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51156 愛知県 名空会研修センター 菊田 義人 きくた よしひと Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50828 愛知県 名空会研修センター 中濱 俊介 なかはま しゅんすけ Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50434 愛知県 名空会瀬戸 清水 明毅 しみず あきたか Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50943 愛知県 名古屋南 木村 嘉孝 きむら よしたか Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50941 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 沖田 信雄 おきた のぶお Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50939 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 水野 浩靖 みずの ひろやす Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50574 岐阜県 羽島 日比 忍 ひび しのぶ Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50891 岐阜県 名空会池田 西川 公司 にしかわ こうじ Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51054 広島県 広島東 竹本 幸司 たけもと こうじ Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50623 三重県 和道会津 松崎 充宏 まつざき みつひろ Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51481 山口県 光 西本 朝生 にしもと あさお Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50487 山口県 三松会 井原 利晃 いはら としあき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50015 山口県 三松会 小野寺 弘 おのでら ひろし Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51213 山口県 正心館 秋吉 博和 あきよし ひろかず Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51757 山口県 武心会 瀬田 秀樹 せた ひでき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51266 静岡県 修空会 菊川 英樹 きくかわ ひでき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50726 静岡県 修空会 横山 昭吾 よこやま しょうご Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50174 静岡県 焼津和道館 新井 君美 あらい きみよし Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51328 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 望月 健 もちづき たけし Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50139 静岡県 西尾道場 寺田 純也 てらだ じゅんや Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51255 千葉県 昇政塾 難波 亮自 なんば りょうじ Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51521 千葉県 日立茂原 東條 元樹 とうじょう もとき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51474 千葉県 茂原 佐野内 茂 さのうち しげる Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51258 千葉県 雄飛会 藤原 由紀夫 ふじわら ゆきお Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51497 大阪府 尚武館 太田 健 おおた たけし Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51506 大阪府 尚武館 古川 隆一 ふるかわ りゅういち Ｑ　シニア男子40歳以上の部
50347 東京都 拳友会 谷村 裕之 たにむら ひろゆき Ｑ　シニア男子40歳以上の部
51873 東京都 東京空手倶楽部 李 兆鎔 り ちょうよう Ｑ　シニア男子40歳以上の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50230 愛知県 愛空塾南陵 町田 嘉子 まちだ よしこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50346 愛知県 岡崎 大山 映子 おおやま えいこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50312 愛知県 士空会 荒島 絢香 あらしま じゅんか Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50344 愛知県 俊和会本部 神藤 麻代 じんどう まよ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50762 愛知県 俊和会本部 原田 博美 はらた ひろみ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50916 愛知県 俊和会本部 矢方 智子 やかた ともこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51927 愛知県 水風会江南 矢野 恵子 やの けいこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50479 愛知県 水風会本部 益池 和枝 ますいけ かずえ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51399 愛知県 泰誠会 野口 恵子 のぐち けいこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51022 愛知県 達和会 岡田 美保 おかだ みほ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50977 愛知県 達和会 柴田 ます枝 しばた ますえ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50302 愛知県 豊橋富士見 坂田 加陽 さかた かよ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50824 愛知県 名空会研修センター 内田 美貴子 うちだ みきこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50827 愛知県 名空会研修センター 中濱 美紀 なかはま みき Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50158 愛知県 錬成館　 石原 貴子 いしはら たかこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50741 愛知県 錬成館尾西 森永 洋子 もりなが ようこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50940 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 中村 慶香 なかむら けいか Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50445 岐阜県 神岡道場 大畑 豊美 おおはた とよみ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51316 広島県 一刀会 西村 悦子 にしむら えつこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51056 広島県 広島東 伊藤 久美子 いとう くみこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51055 広島県 広島東 竹本 千秋 たけもと ちあき Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51180 広島県 志空館 原田 香 はらだ かおる Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50638 三重県 和道会津 上杉 真里江 うえすぎ まりえ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50674 三重県 和道会津 関戸 真紀 せきど まき Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51264 三重県 和道会津 松岡 いづみ まつおか いづみ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50335 静岡県 瑞空塾至誠道場 藤田 真衣 ふじた まい Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50148 静岡県 杉浦錬成塾自清会 加子 倫子 かこ のりこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50880 静岡県 嶽空塾 飯田 純子 いいだ じゅんこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51341 千葉県 一道塾 川手 香織 かわで かおり Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51256 千葉県 昇政塾 雑賀 弘美 さいが ひろみ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51495 大阪府 尚武館 太田 真美 おおた まみ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51485 大阪府 尚武館 八木 夕子 やぎ ゆうこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
51661 東京都 東京空手倶楽部 中澤 里英 なかざわ りえ Ｒ　シニア女子40歳以上の部
50948 福井県 技道塾 白崎 慶子 しらさき けいこ Ｒ　シニア女子40歳以上の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50041 愛知県 安城 中川 勇斗 なかがわ はやと S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51705 愛知県 岡崎 野田 駿介 のだ しゅんすけ S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50547 愛知県 水風会江南 臼井 宏一 うすい こういち S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50473 愛知県 水風会本部 石黒 俊栄 いしぐろ しゅんえい S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50593 愛知県 水風会本部 モンタルボ ホセ もんたるぼ ほせ S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51948 愛知県 水風会名東 辻村 晃太 つじむら こうた S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50991 愛知県 達和会 髙橋 勇真 たかはし ゆうま S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50984 愛知県 達和会 葉山 瑞貴 はやま みずき S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51236 愛知県 中京会 稲葉 大輔 いなば だいすけ S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51235 愛知県 中京会 稲葉 勇治 いなば ゆうじ S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51239 愛知県 中京会 久留宮 一輝 くるみや かずき S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50885 愛知県 鶴友会 中根 悠太 なかね ゆうた S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51651 愛知県 名空会本部 清水 宗一郎 しみず そういちろう S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51584 愛知県 名空会本部 古橋 卓也 ふるはし たくや S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51032 愛知県 錬成館　 伊藤 稜馬 いとう りょうま S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51030 愛知県 錬成館　 伊藤 瑠威 いとう るい S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51536 岩手県 大畑 髙橋 海音 たかはし かい S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50647 岐阜県 北方 岩田 庄剛 いわた しょうご S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51627 埼玉県 白水修養会 森下 陸斗 もりした りくと S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50670 三重県 和道会津 梶川 蒼馬 かじかわ そうま S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50669 三重県 和道会津 梶川 莉央 かじかわ りおう S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50888 神奈川県 誠心塾 林 来翔 はやし らいと S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50011 神奈川県 東海大学空手道部 熊切 勇翔 くまきり はやと S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50010 神奈川県 東海大学空手道部 藤井 健瑠 ふじい たける S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50012 神奈川県 東海大学空手道部 吉川 叡史 よしかわ さとし S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50714 静岡県 静岡千秋会 岩本 昂大 いわもと こうき S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50510 静岡県 千秋会河守 岩本 卓磨 いわもと たくま S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50180 静岡県 嶽空塾 石井 泰地 いしい たいち S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51473 千葉県 茂原 髙橋 陸 たかはし りく S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51508 大阪府 尚武館 古川 眞之亮 ふるかわ しんのすけ S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51528 東京都 早稲田大学誠心会 須賀田 蓮大 すがた れんだい S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51839 東京都 早稲田大学誠心会 東條 陸也 とうじょう りくや S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50292 東京都 東京空手倶楽部 青木 航 あおき わたる S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50871 東京都 東京空手倶楽部 岩本 阿南 いわもと あなん S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51918 東京都 東京空手倶楽部 倉金 知弘 くらがね ともひろ S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50301 東京都 東京空手倶楽部 三澤 浩三 みさわ こうぞう S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50947 東京都 東京大学運動会空手部 菖蒲 周 しょうぶ しゅう S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50578 東京都 東京大学運動会空手部 関口 遼太郎 せきぐち りょうたろう S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51865 東京都 明治大学体育会空手部 久保田 光皇 くぼた みつきみ S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

51814 東京都 國學院大学空手道部 鈴木 意織 すずき いおり S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50159 福井県 秀道館 伊藤 祥太 いとう しょうた S1　一般男子有段の部（大学生を含む）

50252 福井県 秀道館 小林 雅昂 こばやし なりたか S1　一般男子有段の部（大学生を含む）
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51946 愛知県 育英館碧南 田中 浩 たなか ひろし S2　一般男子有級の部（大学生を含む）

51928 愛知県 育英館碧南 吉田 俊雄 よしだ としお S2　一般男子有級の部（大学生を含む）

51283 広島県 JFE福山 髙橋 貴志 たかはし あつし S2　一般男子有級の部（大学生を含む）

51527 東京都 早稲田大学誠心会 北郷 諒 きたごう りょう S2　一般男子有級の部（大学生を含む）

51909 東京都 早稲田大学誠心会 中野 理生 なかの まさき S2　一般男子有級の部（大学生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50861 愛知県 愛空塾南陵 間宮 亜希 まみや あき T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51555 愛知県 愛知大学空手道部 橋本 百加 はしもと ももか T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50922 愛知県 士空会 野口 彩羽 のぐち いろは T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51752 愛知県 士空会 渡邊 佳菜 わたなべ かな T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50318 愛知県 小牧 市川 紗波 いちかわ さなみ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50340 愛知県 小牧 畠中 ほのか はたなか ほのか T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51728 愛知県 水風会名東 浅井 しおん あさい しおん T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51529 愛知県 知空会春日井 北原 智美 きたはら ともみ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50489 愛知県 中京会八事空手道場 佐藤 莉加 さとう れいか T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50609 愛知県 鶴友会 黒栁 瞳 くろやなぎ ひとみ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51693 岩手県 箱石道場 格矢 夏紀 かくや なつき T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51024 岐阜県 高山 西本 瑞歩 にしもと みずほ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51639 広島県 一刀会 佐伯 若菜 さえき わかな T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51060 広島県 広島東 竹本 彩香 たけもと あやか T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50247 山口県 三松会 小林 美南海 こばやし みなみ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50389 神奈川県 東海大学空手道部 鈴木 玲菜 すずき れな T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50671 静岡県 千秋会河守 佐藤 瑛美 さとう えみ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50303 静岡県 千秋会河守 望月 あかり もちづき あかり T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51340 千葉県 昇政塾 大野 美桜 おおの みお T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51649 東京都 拳友会 鈴田 冴 すずた さえ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51819 東京都 早稲田大学誠心会 廣田 美由萌 ひろた みゆめ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51694 東京都 早稲田大学誠心会 吉場 仁奈 よしば にな T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50289 東京都 東京空手倶楽部 菅谷 麻衣 すがや まい T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50597 東京都 東京大学運動会空手部 飯田 優奏 いいだ ゆかな T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50356 東京都 東京大学運動会空手部 七久保 萌 ななくぼ もえ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50949 福井県 技道塾 白崎 柚葉 しらさき ゆずは T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

50250 福井県 秀道館 小林 咲穂 こばやし さきほ T1　一般女子有段の部（大学生を含む）

51567 福岡県 久留米東 橋本 夢花 はしもと ゆめか T1　一般女子有段の部（大学生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50982 愛知県 達和会 久保 幸 くぼ さち T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

50944 愛知県 尾西 波多野 智子 はたの ともこ T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

50830 愛知県 名空会研修センター 柄澤 値代美 からさわ ちよみ T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

50829 愛知県 名空会研修センター 畑井田 加代子 はたいだ かよこ T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51915 千葉県 雄飛会 神谷 賀恵 かみや かえ T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51944 東京都 拳友会 坪井 敬子 つぼい けいこ T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51907 東京都 早稲田大学誠心会 宇野 結子 うの ゆいこ T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51822 東京都 早稲田大学誠心会 酒井 和 さかい なごみ T2　一般女子有級の部（大学生を含む）

51652 東京都 早稲田大学誠心会 松田 京佳 まつだ きょうか T2　一般女子有級の部（大学生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50993 愛知県 達和会 髙橋 銀河 たかはし ぎんが U1　少年男子の部（高校生を含む）

50878 愛知県 鶴友会 中根 大智 なかね だいち U1　少年男子の部（高校生を含む）

50836 愛知県 名空会研修センター 中濱 隆太郎 なかはま りゅうたろう U1　少年男子の部（高校生を含む）

51145 愛知県 名空会豊田 舩原 祥正 ふなはら しょうせい U1　少年男子の部（高校生を含む）

50615 愛知県 錬成館　 兵 太良 ひょう たいら U1　少年男子の部（高校生を含む）

50617 愛知県 錬成館　 吉水 洸凱 よしみず こうが U1　少年男子の部（高校生を含む）

50777 岐阜県 岐刑 原 昊河 はら こうが U1　少年男子の部（高校生を含む）

50652 岐阜県 北方 岩田 峻弥 いわた しゅんや U1　少年男子の部（高校生を含む）

50964 広島県 拳誠塾広島 島田 晃莉 しまだ おうり U1　少年男子の部（高校生を含む）

51062 広島県 広島東 稲益 礼真 いなます らいしん U1　少年男子の部（高校生を含む）

50664 三重県 和道会津 杉山 千大 すぎやま ちひろ U1　少年男子の部（高校生を含む）

50651 三重県 和道会津 須原 羽琉 すはら はる U1　少年男子の部（高校生を含む）

50624 三重県 和道会津 松崎 宏洋 まつざき こうよう U1　少年男子の部（高校生を含む）

51210 山口県 正心館 橋本 秀斗 はしもと ひでと U1　少年男子の部（高校生を含む）

51212 山口県 正心館 村上 一心 むらかみ いっしん U1　少年男子の部（高校生を含む）

50008 静岡県 杉浦錬成塾本部 藤井 聡瑠 ふじい さとる U1　少年男子の部（高校生を含む）

50715 静岡県 静岡千秋会 海野 陸斗 うんの りくと U1　少年男子の部（高校生を含む）

50716 静岡県 静岡千秋会 関野 和倉 せきの わくら U1　少年男子の部（高校生を含む）

50248 静岡県 千秋会葵橘 熊切 幸翔 くまきり ゆきと U1　少年男子の部（高校生を含む）

50220 静岡県 千秋会横内 髙田 鼓太郎 たかだ こたろう U1　少年男子の部（高校生を含む）

50543 静岡県 浜松北高校空手道部 中村 日吉 なかむら ひよし U1　少年男子の部（高校生を含む）

50577 静岡県 浜松北高校空手道部 原 俊太郎 はら しゅんたろう U1　少年男子の部（高校生を含む）

51703 静岡県 浜松北高校空手道部 松井 大知 まつい だいち U1　少年男子の部（高校生を含む）

51570 静岡県 浜松北高校空手道部 水谷 幸史朗 みずたに こうしろう U1　少年男子の部（高校生を含む）

51349 石川県 名空会金沢道場 常光 荘二朗 じょうこう そうじろう U1　少年男子の部（高校生を含む）

51569 福岡県 久留米東 橋本 翔 はしもと かける U1　少年男子の部（高校生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51153 愛知県 愛空塾常滑 東谷 杏紗 ひがしたに あずさ U2　少年女子の部（高校生を含む）

50689 愛知県 愛空塾青海 中野 日向詩 なかの ひなた U2　少年女子の部（高校生を含む）

51301 愛知県 愛空塾知多 村瀬 蓮奈 むらせ はな U2　少年女子の部（高校生を含む）

51824 愛知県 岡崎 新井 桜子 あらい さくらこ U2　少年女子の部（高校生を含む）

51268 愛知県 士空会 三浦 茉優 みうら まひろ U2　少年女子の部（高校生を含む）

50585 愛知県 星城高校空手部 宮ノ腰 優鈴 みやのこし ゆりん U2　少年女子の部（高校生を含む）

51405 愛知県 泰誠会蟹江 中林 こころ なかばやし こころ U2　少年女子の部（高校生を含む）

51196 愛知県 東邦高校空手部 横井 歩夢 よこい あむ U2　少年女子の部（高校生を含む）

50956 愛知県 名空会瀬戸 松井 彩 まつい あや U2　少年女子の部（高校生を含む）

50799 愛知県 錬成館　 長崎 由佳 ながさき ゆか U2　少年女子の部（高校生を含む）

50238 愛知県 錬成館古城 水野 みみ みずの みみ U2　少年女子の部（高校生を含む）

51518 岡山県 岡山県西大寺 清水 彩葉 しみず いろは U2　少年女子の部（高校生を含む）

50892 岐阜県 名空会池田 丹羽 菜月 にわ なつき U2　少年女子の部（高校生を含む）

51640 広島県 一刀会 佐伯 亜由咲 さえき あゆさ U2　少年女子の部（高校生を含む）

51063 広島県 広島東 伊藤 妃奈乃 いとう ひなの U2　少年女子の部（高校生を含む）

50644 三重県 和道会津 浅倉　 唯 あさくら ゆい U2　少年女子の部（高校生を含む）

50667 三重県 和道会津 梶川 胡桃 かじかわ くるみ U2　少年女子の部（高校生を含む）

50641 三重県 和道会津 長谷部 里奈 はせべ りな U2　少年女子の部（高校生を含む）

50766 静岡県 浜松北高校空手道部 杉田 聖華 すぎた きよか U2　少年女子の部（高校生を含む）

51472 千葉県 茂原 須賀田 真弥 すがた まや U2　少年女子の部（高校生を含む）

51471 千葉県 茂原 吉野 菜々子 よしの ななこ U2　少年女子の部（高校生を含む）

50287 東京都 俊和義塾 黒柳 帆香 くろやなぎ ほのか U2　少年女子の部（高校生を含む）

51480 東京都 城南 今井 詩子 いまい うたこ U2　少年女子の部（高校生を含む）

51777 東京都 蒼鷹会 小場 未藍 こば みらん U2　少年女子の部（高校生を含む）

51560 福岡県 筑水塾筑後 外戸 結季菜 けど ゆきな U2　少年女子の部（高校生を含む）



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50912 愛知県 愛空塾常滑 飯野 航大 いいの こうだい V1　中学生男子の部
50223 愛知県 愛空塾常滑 山下 波恩 やました はおん V1　中学生男子の部
50691 愛知県 愛空塾青海 久田 琥珀 ひさだ こはく V1　中学生男子の部
50685 愛知県 愛空塾南陵 榎本 唯人 えのもと ゆいと V1　中学生男子の部
50372 愛知県 愛空塾南陵 古川 琢真 ふるかわ たくま V1　中学生男子の部
51723 愛知県 愛空塾南陵 横井 貫芭絆 よこい つばき V1　中学生男子の部
50130 愛知県 安城 小野塚 左近 おのづか さこん V1　中学生男子の部
50155 愛知県 拳誠會 冨田 響矢 とみた きょうや V1　中学生男子の部
50145 愛知県 拳誠會 細田 瑛斗 ほそだ えいと V1　中学生男子の部
50399 愛知県 拳誠會 八木 蒼月 やぎ あおき V1　中学生男子の部
51308 愛知県 士空会 赤掘 悠真 あかほり ゆうま V1　中学生男子の部
50283 愛知県 小牧 野﨑 大貴 のざき だいき V1　中学生男子の部
50087 愛知県 小牧 藤本 陽輝 ふじもと ひなた V1　中学生男子の部
50086 愛知県 小牧 藤本 玲恩 ふじもと れおん V1　中学生男子の部
51242 愛知県 水風会名東 城戸 幸貴 きど こうき V1　中学生男子の部
50900 愛知県 水風会名東 近藤 理士 こんどう りと V1　中学生男子の部
51260 愛知県 成友塾音羽 小早川 慎太朗 こばやかわ しんたろう V1　中学生男子の部
50149 愛知県 成友塾二川 本多 陽 ほんだ あきら V1　中学生男子の部
51404 愛知県 泰誠会蟹江 加藤 瑞己 かとう みずき V1　中学生男子の部
51003 愛知県 達和会 宮城 青空 みやぎ そら V1　中学生男子の部
51000 愛知県 達和会 綿貫 壱颯 わたぬき いっさ V1　中学生男子の部
51225 愛知県 知空会春日井 津山 幸太郎 つや こうたろう V1　中学生男子の部
51288 愛知県 知空会知立 平野 煌丈 ひらの てっしょう V1　中学生男子の部
50427 愛知県 豊橋富士見 山本 晴也 やまもと せいや V1　中学生男子の部
50429 愛知県 豊橋富士見 山本 雄也 やまもと ゆうや V1　中学生男子の部
51160 愛知県 名空会研修センター 大西 藍流 おおにし あいる V1　中学生男子の部
50833 愛知県 名空会研修センター 刑部 直人 おさかべ なおと V1　中学生男子の部
50837 愛知県 名空会研修センター 辻 悠惟人 つじ ゆいと V1　中学生男子の部
50537 愛知県 名空会美和 吉川 楓 よしかわ かえで V1　中学生男子の部
51724 愛知県 名空会豊田 村上 豪優 むらかみ たけまさ V1　中学生男子の部
50797 愛知県 錬成館　 長崎 孝祐 ながさき こうすけ V1　中学生男子の部
50532 愛知県 錬成館　 山中 蒼來 やまなか そら V1　中学生男子の部
50673 愛知県 錬成館古城 河口 大介 かわぐち 大介 V1　中学生男子の部
50255 愛知県 錬成館古城 出口 己太郎 でぐち こたろう V1　中学生男子の部
50937 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 西村 春輝 にしむら はるき V1　中学生男子の部
50969 岡山県 岡山 行司 光希 ぎょうじ みつき V1　中学生男子の部
50970 岡山県 岡山 山本 那温 やまもと なおん V1　中学生男子の部
51732 岩手県 大畑 佐野 泰盛 さの たいせい V1　中学生男子の部
51714 岩手県 箱石道場 菊池 アーチ きくち あーち V1　中学生男子の部
51796 岐阜県 羽島 向井 亮満 むかい りょうま V1　中学生男子の部
50118 岐阜県 岐刑 太田 虎太郎 おおた こたろう V1　中学生男子の部
50039 岐阜県 岐刑 川瀬 楓雅 かわせ ふうが V1　中学生男子の部
50818 岐阜県 岐刑 島戸 健吾 しまど けんご V1　中学生男子の部
50065 岐阜県 岐刑 竹内 海智 たけうち かいち V1　中学生男子の部
50423 岐阜県 岐刑 増井 桜太 ますい おうた V1　中学生男子の部
50421 岐阜県 古川 岡田 匠生 おかだ たくみ V1　中学生男子の部
50655 岐阜県 北方 佐藤 悠斗 さとう はると V1　中学生男子の部
50631 岐阜県 北方 豊嶋 優斗 とよしま ゆうと V1　中学生男子の部
50927 岐阜県 名空会岐阜 杉山 瑛星 すぎやま ようせい V1　中学生男子の部
50895 岐阜県 名空会池田 服部 朔太朗 はっとり さくたろう V1　中学生男子の部
51282 広島県 JFE福山 髙橋 楽生 たかはし らい V1　中学生男子の部
50965 広島県 拳誠塾広島 五百川 晃輝 いおがわ こうき V1　中学生男子の部
51182 広島県 志空館 藤岡 桃矢 ふじおか とうや V1　中学生男子の部
51607 埼玉県 白水修養会 相澤 虎太郎 あいざわ こたろう V1　中学生男子の部
51605 埼玉県 白水修養会 梅澤 ハル うめざわ はる V1　中学生男子の部
51611 埼玉県 白水修養会 金子 慎之介 かねこ しんのすけ V1　中学生男子の部
51609 埼玉県 白水修養会 輿石 司 こしいし つかさ V1　中学生男子の部
50024 三重県 愛空塾三重 山田 晴久 やまだ はるく V1　中学生男子の部
50642 三重県 和道会津 加藤　 玲生 かとう れお V1　中学生男子の部
50661 三重県 和道会津 川北　 蓮珠 かわきた れんじゅ V1　中学生男子の部
50640 三重県 和道会津 東海 裕樹 とうかい ひろき V1　中学生男子の部
51701 山口県 岩国 藤本 泰輝 ふじもと たいき V1　中学生男子の部
51208 山口県 正心館 尾高 梛晴 おだか なぎはる V1　中学生男子の部
51229 山梨県 南松院空手道会 吉中 彪流 よしなか たける V1　中学生男子の部
51143 静岡県 杉浦錬成塾和道館 田中 遊明 たなか ゆうあ V1　中学生男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51461 千葉県 茂原 鈴木 愛虎 すずき あとら V1　中学生男子の部
51464 千葉県 茂原 鈴木 隆太郎 すずき りゅうたろう V1　中学生男子の部
51462 千葉県 茂原 中村 隆誠 なかむら りゅうせい V1　中学生男子の部
51467 千葉県 茂原 春山 幸輝 はるやま こうき V1　中学生男子の部
51469 千葉県 茂原 三橋 聖哉 みつはし せいや V1　中学生男子の部
51468 千葉県 茂原 森 一眞 もり かずま V1　中学生男子の部
51490 大阪府 尚武館 栗林 風汰 くりばやし ふうた V1　中学生男子の部
51324 大阪府 明空義塾大阪 今宮 大耀 いまみや たいよう V1　中学生男子の部
51330 大阪府 明空義塾大阪 坂口 騎士 さかぐち ないと V1　中学生男子の部
50873 東京都 東京空手倶楽部 後藤 暸太朗 ごとう りょうたろう V1　中学生男子の部
50877 東京都 東京空手倶楽部 瀧川 功治朗 たきがわ こうじろう V1　中学生男子の部
51875 東京都 東京空手倶楽部 李 洸銘 り こうめい V1　中学生男子の部
51520 福井県 泉空館 湯口 耀 ゆぐち よう V1　中学生男子の部
51906 北海道 興道舘 笹岡 那央 ささおか なお V1　中学生男子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51155 愛知県 愛空塾常滑 東谷 花梨 ひがしたにひ かりん V2　中学生女子の部
50693 愛知県 愛空塾青海 岡村 心春 おかむら ここは V2　中学生女子の部
50697 愛知県 愛空塾青海 澤田 依吹 さわだ いぶき V2　中学生女子の部
50695 愛知県 愛空塾青海 澤田 未来 さわだ みく V2　中学生女子の部
50164 愛知県 愛空塾南陵 綾部 愛華 あやべ あいか V2　中学生女子の部
51735 愛知県 愛空塾南陵 杉浦 妃乃 すぎうら ひめの V2　中学生女子の部
50274 愛知県 愛空塾南陵 堀井 心愛 ほりい のあ V2　中学生女子の部
50752 愛知県 安城 野本 穂乃果 のもと ほのか V2　中学生女子の部
51905 愛知県 旺武館石巻 鈴木 美煌 すずき みお V2　中学生女子の部
50122 愛知県 岩倉 江口 璃乙 えぐち りと V2　中学生女子の部
50083 愛知県 岩倉 岸 麻帆里 きし まほり V2　中学生女子の部
50607 愛知県 岩倉 鬼頭 美羽 きとう みう V2　中学生女子の部
50309 愛知県 士空会 荒島 菜柚 あらしま なゆ V2　中学生女子の部
51804 愛知県 俊和会本部 山本 結心 やまもと ゆい V2　中学生女子の部
50558 愛知県 水風会江南 青木 楓夏 あおき ふうか V2　中学生女子の部
50553 愛知県 水風会江南 荒木 香乃 あらき かの V2　中学生女子の部
50555 愛知県 水風会江南 近藤 くれあ こんどう くれあ V2　中学生女子の部
51730 愛知県 水風会名東 浅井 梓恵奈 あさい しえな V2　中学生女子の部
50326 愛知県 大和 木村 莉子 きむら りこ V2　中学生女子の部
51008 愛知県 達和会 岡田 舞桜 おかだ まお V2　中学生女子の部
51152 愛知県 知空会桜井 永井 天聖 ながい あき V2　中学生女子の部
50587 愛知県 鶴友会 黒栁 歩 くろやなぎ あゆみ V2　中学生女子の部
50137 愛知県 豊橋富士見 森井 心春 もりい こはる V2　中学生女子の部
50618 愛知県 錬成館　 吉水 心彩 よしみず ここあ V2　中学生女子の部
50938 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 水野 ことね みずの ことね V2　中学生女子の部
51710 岩手県 箱石道場 葛巻 玲 くずまき れい V2　中学生女子の部
50117 岐阜県 岐刑 林 優花 はやし ゆうか V2　中学生女子の部
50120 岐阜県 岐刑 原 天澄 はら あずみ V2　中学生女子の部
50094 岐阜県 岐刑 原 凉澄 はら すずみ V2　中学生女子の部
50053 岐阜県 岐刑 宮田 樹希 みやた いつき V2　中学生女子の部
51188 岐阜県 岐東 室伏 優衣 むろふし ゆい V2　中学生女子の部
50464 岐阜県 神岡道場 甲谷 瑠花 こうたに るか V2　中学生女子の部
50466 岐阜県 神岡道場 前田 結愛 まえだ ゆあ V2　中学生女子の部
50637 岐阜県 北方 中薗 志保 なかぞの しほ V2　中学生女子の部
50643 岐阜県 北方 丹賀澤 柚希 にがさわ ゆずき V2　中学生女子の部
50141 岐阜県 名空会岐阜 春日 彩希 かすが さき V2　中学生女子の部
50266 岐阜県 名空会岐阜 近藤 陽子 こんどう ようこ V2　中学生女子の部
50235 岐阜県 名空会岐阜 佐々木 円優 ささき まひろ V2　中学生女子の部
50862 岐阜県 名空会岐阜 吉田 しずく よしだ しずく V2　中学生女子の部
51280 広島県 JFE福山 平田 結渚 ひらた ゆな V2　中学生女子の部
51064 広島県 広島東 池田 胡陽 いけだ こはる V2　中学生女子の部
51178 広島県 志空館 原田 ねね はらだ ねね V2　中学生女子の部
50756 香川県 西讃 荻田 櫻 おぎた さくら V2　中学生女子の部
51791 佐賀県 麓空手道クラブ 後藤 唯衣 ごとう ゆい V2　中学生女子の部
51618 埼玉県 白水修養会 渡部 希歩 わたべ のあ V2　中学生女子の部
51616 埼玉県 白水修養会 渡部 佑歩 わたべ ゆあ V2　中学生女子の部
50023 三重県 愛空塾三重 水谷 桃華 みずたに もか V2　中学生女子の部
50666 三重県 和道会津 池山　 惺奈 いけやま せいな V2　中学生女子の部
51692 山口県 岩国 中山 知夏 なかやま ちなつ V2　中学生女子の部
51697 山口県 岩国 藤本 陽菜 ふじもと ひな V2　中学生女子の部
51413 山口県 三松会 佐伯 咲來 さいき さくら V2　中学生女子の部
51410 山口県 三松会 田中 杏寿 たなか あず V2　中学生女子の部
50140 静岡県 西尾道場 三倉 莉子 みくら りこ V2　中学生女子の部
50204 静岡県 嶽空塾 村松 悠亜 むらまつ ゆうあ V2　中学生女子の部
51252 千葉県 昇政塾 宮田 咲花 みやた さきか V2　中学生女子の部
51253 千葉県 昇政塾 若竹 乙花 わかたけ おとか V2　中学生女子の部
51463 千葉県 茂原 池澤 朱香 いけざわ しゅか V2　中学生女子の部
51466 千葉県 茂原 酒井 悠 さかい ゆう V2　中学生女子の部
51470 千葉県 茂原 髙橋 凛 たかはし りん V2　中学生女子の部
51465 千葉県 茂原 冨塚 千鶴 とみづか ちづる V2　中学生女子の部
51326 大阪府 明空義塾大阪 今宮 侑希乃 いまみや ゆきの V2　中学生女子の部
51097 大阪府 明空義塾大阪 佃 心美 つくだ ここみ V2　中学生女子の部
51332 大阪府 明空義塾大阪 野田 美優 のだ みゆう V2　中学生女子の部
51334 大阪府 明空義塾大阪 平井 友愛 ひらい とあ V2　中学生女子の部
50791 長野県 空寿会 藤澤 心暖 ふじさわ こはる V2　中学生女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51009 東京都 空和会 田中 あすか たなか あすか V2　中学生女子の部
51767 東京都 蒼鷹会 小泉 莉奈 こいずみ りな V2　中学生女子の部
51663 東京都 東京空手倶楽部 菅谷 美衣 すがや みい V2　中学生女子の部
50875 東京都 東京空手倶楽部 中澤 美桜 なかざわ みお V2　中学生女子の部
51877 東京都 東京空手倶楽部 李 逸蕎 り やっきゅ V2　中学生女子の部
51074 福井県 名空会春江道場 佐々木 栞愛 ささき かんな V2　中学生女子の部
51183 北海道 明空義塾札幌 太田口 結香 おおたぐち ゆいか V2　中学生女子の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50904 愛知県 愛空塾常滑 松木囿 和輝 まつきぞの かずき Ｗ　小学生6年男女の部
50957 愛知県 愛空塾常滑 吉田 優季 よしだ ゆうき Ｗ　小学生6年男女の部
51263 愛知県 愛空塾南陵 岩川 紗久磨 いわかわ さくま Ｗ　小学生6年男女の部
51058 愛知県 愛空塾南陵 中野 心春 なかの こはる Ｗ　小学生6年男女の部
50315 愛知県 愛空塾南陵 間野 綾太 まの りょうた Ｗ　小学生6年男女の部
50856 愛知県 愛空塾南陵 間宮 一稀 まみや いつき Ｗ　小学生6年男女の部
51169 愛知県 育英館武道場 加藤 創史 かとう そうし Ｗ　小学生6年男女の部
50246 愛知県 育英館武道場 田口 旺芽 たぐち おうが Ｗ　小学生6年男女の部
51053 愛知県 育英館碧南 田中 智也 たなか ともや Ｗ　小学生6年男女の部
50428 愛知県 岡崎龍城会矢作 小武内 春花 こたけうち はるか Ｗ　小学生6年男女の部
50600 愛知県 岩倉 浅野 永莉 あさの えり Ｗ　小学生6年男女の部
50589 愛知県 岩倉 平 鉄生 ひら てっしょう Ｗ　小学生6年男女の部
51581 愛知県 守禮塾御津 日下部 璃観 くさかべ りか Ｗ　小学生6年男女の部
50769 愛知県 俊和会本部 安達 那起 あだち なおき Ｗ　小学生6年男女の部
50551 愛知県 水風会江南 蛭田 快斗 ひるた かいと Ｗ　小学生6年男女の部
50068 愛知県 水風会本部 辻川 秀明 つじかわ しゅうめい Ｗ　小学生6年男女の部
50142 愛知県 成友塾二川 鈴木 友彩 すずき ゆうあ Ｗ　小学生6年男女の部
51388 愛知県 泰誠会 川見 桜 かわみ さくら Ｗ　小学生6年男女の部
51392 愛知県 泰誠会 谷川 直顕 たにがわ なおたか Ｗ　小学生6年男女の部
51382 愛知県 泰誠会 都築 明笑 つづき めい Ｗ　小学生6年男女の部
51402 愛知県 泰誠会蟹江 浅井 美羽 あさい みう Ｗ　小学生6年男女の部
51823 愛知県 知空会桜井 鈴木 優奈 すずき ゆうな Ｗ　小学生6年男女の部
50763 愛知県 鶴友会 稲垣 敦也 いながき あつや Ｗ　小学生6年男女の部
50764 愛知県 鶴友会 今村 光佑 いまむら こうすけ Ｗ　小学生6年男女の部
50314 愛知県 鶴友会 田島 和奏 たじま わかな Ｗ　小学生6年男女の部
50788 愛知県 鶴友会 寺島 駿 てらしま しゅん Ｗ　小学生6年男女の部
50832 愛知県 鶴友会 柚原 朱佑 ゆはら しゅう Ｗ　小学生6年男女の部
50144 愛知県 豊橋富士見 荻原 佑輔 おぎわら ゆうすけ Ｗ　小学生6年男女の部
50839 愛知県 名空会研修センター 加藤 由 かとう ゆう Ｗ　小学生6年男女の部
51161 愛知県 名空会研修センター 鈴木 獅悠 すずき しゆう Ｗ　小学生6年男女の部
50840 愛知県 名空会研修センター 辻 倖太 つじ こうた Ｗ　小学生6年男女の部
51162 愛知県 名空会研修センター 長尾 颯馬 ながお そうま Ｗ　小学生6年男女の部
50865 愛知県 名空会瀬戸 小澤 蓮汰楼 おざわ れんたろう Ｗ　小学生6年男女の部
50514 愛知県 名空会美和 菱田 愛華 ひしだ あいか Ｗ　小学生6年男女の部
50613 愛知県 錬成館　 山田 姫良来 やまだ きよら Ｗ　小学生6年男女の部
50533 愛知県 錬成館　 山中 一颯 やまなか いぶき Ｗ　小学生6年男女の部
50619 愛知県 錬成館　 吉水 日彩 よしみず ひな Ｗ　小学生6年男女の部
50108 愛知県 錬成館尾西 野田 春馬 のだ はるま Ｗ　小学生6年男女の部
50973 岡山県 岡山 鴻上 大熙 こうかみ はるき Ｗ　小学生6年男女の部
50985 岡山県 岡山 長瀬 心 ながせ しん Ｗ　小学生6年男女の部
50981 岡山県 岡山 人見 桂太 ひとみ けいた Ｗ　小学生6年男女の部
51116 岡山県 岡山 藤田 琉壱 ふじた るい Ｗ　小学生6年男女の部
50711 岡山県 玉野 鈴木 康太 すずき こうた Ｗ　小学生6年男女の部
51538 岩手県 大畑 髙橋 心海 たかはし ここみ Ｗ　小学生6年男女の部
51706 岩手県 箱石道場 格矢 瑞紀 かくや みずき Ｗ　小学生6年男女の部
51837 岐阜県 羽島 後藤 結衣 ごとう ゆい Ｗ　小学生6年男女の部
50572 岐阜県 羽島 日比 士 ひび つかさ Ｗ　小学生6年男女の部
50125 岐阜県 岐刑 川瀬 禅心 かわせ ぜんしん Ｗ　小学生6年男女の部
50308 岐阜県 岐刑 髙野 泉 たかの いずみ Ｗ　小学生6年男女の部
50401 岐阜県 岐刑則松 堺 寧 さかい ねね Ｗ　小学生6年男女の部
50405 岐阜県 岐刑則松 西垣 亜柊 にしがき あしゅう Ｗ　小学生6年男女の部
51275 岐阜県 岐東 今井 翔麻 いまい しょうま Ｗ　小学生6年男女の部
51190 岐阜県 岐東 室伏 颯 むろふし そう Ｗ　小学生6年男女の部
51029 岐阜県 高山 小林 咲良 こばやし さくら Ｗ　小学生6年男女の部
51028 岐阜県 高山 竹本 悠太 たけもと ゆうた Ｗ　小学生6年男女の部
50091 岐阜県 陽南 古賀 聖大 こが せいた Ｗ　小学生6年男女の部
50397 岐阜県 陽南 森島 弥生 もりしま やよい Ｗ　小学生6年男女の部
51281 広島県 JFE福山 髙橋 帆希 たかはし ほの Ｗ　小学生6年男女の部
51512 広島県 広島東 林 結奈 はやし ゆいな Ｗ　小学生6年男女の部
51790 佐賀県 麓空手道クラブ 馬場 央維 ばば おうすけ Ｗ　小学生6年男女の部
51600 埼玉県 白水修養会 佐藤 有耶 さとう ゆうや Ｗ　小学生6年男女の部
51603 埼玉県 白水修養会 西村 龍成 にしむら りゅうせい Ｗ　小学生6年男女の部
50132 三重県 愛空塾三重 森本 絢翔 もりもと あやと Ｗ　小学生6年男女の部
50025 三重県 愛空塾三重 山田 晏 やまだ あん Ｗ　小学生6年男女の部
50635 三重県 和道会津 青木 優来 あおき ゆうき Ｗ　小学生6年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50636 三重県 和道会津 有松 盟 ありまつ めい Ｗ　小学生6年男女の部
50633 三重県 和道会津 松岡 俐弥 まつおか りいや Ｗ　小学生6年男女の部
51655 山形県 崇武館新庄 土田 湊 つちだ みなと Ｗ　小学生6年男女の部
50486 山口県 三松会 井原 悠翔 いはら ゆうと Ｗ　小学生6年男女の部
50963 山口県 三松会 山藤 帆夏 やまふじ ほだか Ｗ　小学生6年男女の部
50566 山口県 三松会 米田 輝央夏 よねだ きおな Ｗ　小学生6年男女の部
51231 山梨県 南松院空手道会 佐野 瑠架 さの るか Ｗ　小学生6年男女の部
51312 静岡県 修空会 一戸 勇伸 いちのへ ゆうしん Ｗ　小学生6年男女の部
50101 静岡県 焼津和道館 太田 未悠 おおた みゆう Ｗ　小学生6年男女の部
50852 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 髙林 玲亜 たかばやし れあ Ｗ　小学生6年男女の部
50127 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 田仲 功磨 たなか こうま Ｗ　小学生6年男女の部
51727 静岡県 杉浦錬成塾自清会 曽布川 陽斗 そぶかわ はると Ｗ　小学生6年男女の部
50821 静岡県 杉浦錬成塾浜松アリーナ 太田 奈祐 おおた なゆ Ｗ　小学生6年男女の部
50019 静岡県 杉浦錬成塾本部 足立 侑唯斗 あだち ゆいと Ｗ　小学生6年男女の部
51150 静岡県 杉浦錬成塾本部 池ヶ谷 航大 いけがや こうた Ｗ　小学生6年男女の部
51101 静岡県 杉浦錬成塾本部 古山 諒門 こやま まさひろ Ｗ　小学生6年男女の部
51923 静岡県 杉浦錬成塾本部 杉田 ここの すぎた ここの Ｗ　小学生6年男女の部
50093 静岡県 杉浦錬成塾本部 村田 実音 むらた みおん Ｗ　小学生6年男女の部
50218 静岡県 千秋会横内 松澤 流伽 まつざわ るか Ｗ　小学生6年男女の部
51460 千葉県 茂原 金坂 晴 かねさか はる Ｗ　小学生6年男女の部
51879 千葉県 茂原 鎗田 一 やりた はじめ Ｗ　小学生6年男女の部
51489 大阪府 尚武館 芦田 響 あしだ ひびき Ｗ　小学生6年男女の部
51493 大阪府 尚武館 太田 帆香 おおた ほのか Ｗ　小学生6年男女の部
51505 大阪府 尚武館 小野山 紗雪 おのやま さゆき Ｗ　小学生6年男女の部
51499 大阪府 尚武館 小原 あまね おはら あまね Ｗ　小学生6年男女の部
51483 大阪府 尚武館 八木 拓真 やぎ たくま Ｗ　小学生6年男女の部
51339 大阪府 明空義塾大阪 小野 杏奈 おの あんな Ｗ　小学生6年男女の部
51343 大阪府 明空義塾大阪 中村 心咲 なかむら みさき Ｗ　小学生6年男女の部
51345 大阪府 明空義塾大阪 野田 大志 のだ たいし Ｗ　小学生6年男女の部
50793 長野県 空寿会 大方 凱元 おおかた ときまさ Ｗ　小学生6年男女の部
51678 東京都 IHI 須藤 葵 すどう あおい Ｗ　小学生6年男女の部
50975 東京都 空和会 有田 誠士郎 ありた せいしろう Ｗ　小学生6年男女の部
50986 東京都 空和会 池田 悠真 いけだ はるま Ｗ　小学生6年男女の部
50995 東京都 空和会 加藤 英義 かとう ひでよし Ｗ　小学生6年男女の部
51004 東京都 空和会 本多 慶一郎 ほんだ けいいちろう Ｗ　小学生6年男女の部
51744 東京都 町田誠空会 大森 優斗 おおもり ゆうと Ｗ　小学生6年男女の部
51746 東京都 町田誠空会 谷平 龍星 たにひら りょうせい Ｗ　小学生6年男女の部
50951 福井県 技道塾 玄海 大翔 げんかい ひろと Ｗ　小学生6年男女の部
50279 福井県 秀道館 雪森 瞭 ゆきもり りょう Ｗ　小学生6年男女の部
51075 福井県 名空会春江道場 佐々木 心愛 ささき ここあ Ｗ　小学生6年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50610 愛知県 愛空塾常滑 児玉 翔哉 こだま しょうや Ｘ　小学生5年男女の部
50224 愛知県 愛空塾常滑 山下 來恩 やました らいおん Ｘ　小学生5年男女の部
50699 愛知県 愛空塾青海 鷲尾 空臥 わしお くうが Ｘ　小学生5年男女の部
50227 愛知県 愛空塾南陵 町田 璃人 まちだ りひと Ｘ　小学生5年男女の部
50209 愛知県 愛空塾南陵 松木 椋飛 まつき りょうと Ｘ　小学生5年男女の部
50166 愛知県 愛空塾南陵 山崎 廉太 やまざき れんた Ｘ　小学生5年男女の部
51919 愛知県 愛空塾半田 小林 結 こばやし ゆい Ｘ　小学生5年男女の部
50606 愛知県 岩倉 鬼頭 美多 きとう うた Ｘ　小学生5年男女の部
50426 愛知県 拳誠會 石田 理人 いしだ まさと Ｘ　小学生5年男女の部
50153 愛知県 拳誠會 日隈 瑛聖 ひぐま えいせい Ｘ　小学生5年男女の部
50146 愛知県 拳誠會 細田 悠悟 ほそだ ゆうご Ｘ　小学生5年男女の部
50310 愛知県 士空会 荒島 彰紀 あらしま あきつぐ Ｘ　小学生5年男女の部
50882 愛知県 俊和会本部 大中 遼 おおなか りょう Ｘ　小学生5年男女の部
51532 愛知県 俊和会本部 藤原 弘成 ふじわら ひろなり Ｘ　小学生5年男女の部
50135 愛知県 小牧 小川 湧登 おがわ ゆの Ｘ　小学生5年男女の部
51717 愛知県 水風会名東 浅井 仁玄 あさい じげん Ｘ　小学生5年男女の部
50709 愛知県 水風会名東 小嶌 伶実 こじま れみ Ｘ　小学生5年男女の部
51164 愛知県 水風会名東 山根 勇太 やまね ゆうた Ｘ　小学生5年男女の部
50720 愛知県 水風会名東 吉田 海斗 よしだ かいと Ｘ　小学生5年男女の部
51397 愛知県 泰誠会 小林 靖奈 こばやし せいな Ｘ　小学生5年男女の部
51151 愛知県 大和 木村 悠乃 きむら ゆの Ｘ　小学生5年男女の部
50592 愛知県 大和 瀬川 莉楽 せがわ りら Ｘ　小学生5年男女の部
51511 愛知県 大和 宮ノ腰 凛音 みやのこし りのん Ｘ　小学生5年男女の部
51013 愛知県 達和会 岡田 麗央 おかだ れお Ｘ　小学生5年男女の部
51015 愛知県 達和会 宮城 海空斗 みやぎ みくと Ｘ　小学生5年男女の部
50322 愛知県 中京会八事空手道場 佐久間 綾乃 さくま あやの Ｘ　小学生5年男女の部
50802 愛知県 中京会八事空手道場 吉田 光騎 よしだ こうき Ｘ　小学生5年男女の部
50841 愛知県 名空会研修センター 酒井 陽 さかい はる Ｘ　小学生5年男女の部
50842 愛知県 名空会研修センター 中濱 凛子 なかはま りこ Ｘ　小学生5年男女の部
51166 愛知県 名空会研修センター 吉川 拳志楼 よしかわ けんしろう Ｘ　小学生5年男女の部
51586 愛知県 名空会瀬戸 古橋 亜也 ふるはし あや Ｘ　小学生5年男女の部
50786 愛知県 名空会美和 小椋 行真 おぐら いくま Ｘ　小学生5年男女の部
51709 愛知県 名空会豊田 坂本 千緒 さかもと ちお Ｘ　小学生5年男女の部
50616 愛知県 錬成館　 兵 有登 ひょう ありと Ｘ　小学生5年男女の部
50680 愛知県 錬成館古城 河口 志保 かわぐち しほ Ｘ　小学生5年男女の部
50257 愛知県 錬成館古城 出口 丈二朗 でぐち じょうじろう Ｘ　小学生5年男女の部
50329 愛知県 錬成館古城 藤井 結楽 ふじい ゆら Ｘ　小学生5年男女の部
50056 愛知県 錬成館古城 守屋　 美咲 もりや　 みさき Ｘ　小学生5年男女の部
50936 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 齋藤 匡希 さいとう まさき Ｘ　小学生5年男女の部
51795 岐阜県 羽島 向井 美琴 むかい みこと Ｘ　小学生5年男女の部
51218 岐阜県 岐東 大洞 環 おおぼら たまき Ｘ　小学生5年男女の部
51031 岐阜県 高山 門前 黎 もんぜん れい Ｘ　小学生5年男女の部
50463 岐阜県 神岡道場 定森 太一郎 さだもり たいちろう Ｘ　小学生5年男女の部
50681 岐阜県 北方 永井 理沙 ながい りさ Ｘ　小学生5年男女の部
50264 岐阜県 名空会岐阜 近藤 壮一郎 こんどう そういちろう Ｘ　小学生5年男女の部
50263 岐阜県 名空会岐阜 近藤 由佳子 こんどう ゆかこ Ｘ　小学生5年男女の部
50233 岐阜県 名空会岐阜 佐々木 美空 ささき みそら Ｘ　小学生5年男女の部
50929 岐阜県 名空会岐阜 杉山 瑛祐 すぎやま えいすけ Ｘ　小学生5年男女の部
51530 岐阜県 名空会岐阜 古野 泰清 ふるの たいせい Ｘ　小学生5年男女の部
50893 岐阜県 名空会池田 丹羽 悠斗 にわ ゆうと Ｘ　小学生5年男女の部
50483 岐阜県 陽南 小澤 蓮 おざわ れん Ｘ　小学生5年男女の部
51259 岐阜県 陽南 木野村 悠冴 きのむら ゆうご Ｘ　小学生5年男女の部
51940 宮城県 松山 鈴木 大智 すずき たいち Ｘ　小学生5年男女の部
51234 広島県 広島東 加納 莉愛 かのう りあ Ｘ　小学生5年男女の部
51061 広島県 広島東 宮武 壱宜 みやたけ いちき Ｘ　小学生5年男女の部
51792 佐賀県 麓空手道クラブ 後藤 真歩 ごとう まほ Ｘ　小学生5年男女の部
51423 埼玉県 KICK大心館 枝久保 陽 えだくぼ よう Ｘ　小学生5年男女の部
51425 埼玉県 KICK大心館 高橋 駿斗 たかはし はやと Ｘ　小学生5年男女の部
51119 埼玉県 浦和修道館 高嶋 茜和 たかしま さな Ｘ　小学生5年男女の部
51598 埼玉県 白水修養会 梅澤 サラ うめざわ さら Ｘ　小学生5年男女の部
51592 埼玉県 白水修養会 高塩 禅 たかしお ぜん Ｘ　小学生5年男女の部
51594 埼玉県 白水修養会 平井 徹志 ひらい てつし Ｘ　小学生5年男女の部
51596 埼玉県 白水修養会 福沢 心結 ふくざわ みゆ Ｘ　小学生5年男女の部
50198 三重県 愛空塾三重 市村 萌依 いちむら めい Ｘ　小学生5年男女の部
50663 三重県 和道会津 杉山 倫也 すぎやま みちや Ｘ　小学生5年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50650 三重県 和道会津 二之湯 璃輝 にのゆ りく Ｘ　小学生5年男女の部
50632 三重県 和道会津 籾井 ほのか もみい ほのか Ｘ　小学生5年男女の部
51411 神奈川県 奥町道場 冨澤 塁 とみざわ るい Ｘ　小学生5年男女の部
51407 神奈川県 奥町道場 西尾 航汰 にしお こうた Ｘ　小学生5年男女の部
51557 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 古橋 悠真 ふるはし ゆうま Ｘ　小学生5年男女の部
51364 石川県 名空会金沢道場 澤田 城之介 さわだ じょうのすけ Ｘ　小学生5年男女の部
51250 千葉県 昇政塾 鎌田 琥珀 かまた こはく Ｘ　小学生5年男女の部
51836 千葉県 昇政塾 高田 尊 たかだ たける Ｘ　小学生5年男女の部
51251 千葉県 昇政塾 若竹 一花 わかたけ いちか Ｘ　小学生5年男女の部
51459 千葉県 茂原 酒井 環 さかい たまき Ｘ　小学生5年男女の部
51458 千葉県 茂原 酒井 渚 さかい なぎさ Ｘ　小学生5年男女の部
51457 千葉県 茂原 冨塚 大輝 とみづか だいき Ｘ　小学生5年男女の部
51351 大阪府 明空義塾大阪 髙倉 緋真 たかくら ひな Ｘ　小学生5年男女の部
51348 大阪府 明空義塾大阪 平田 紗愛 ひらた さえ Ｘ　小学生5年男女の部
51093 大阪府 明空義塾大阪 山本 蒼汰 やまもと そうた Ｘ　小学生5年男女の部
51764 東京都 蒼鷹会 加藤 友粋 かとう ともき Ｘ　小学生5年男女の部
51766 東京都 蒼鷹会 深澤 佑太 ふかざわ ゆうた Ｘ　小学生5年男女の部
51742 東京都 町田誠空会 大森 優奈 おおもり ゆな Ｘ　小学生5年男女の部
50953 福井県 技道塾 辻 陽樹 つじ はるき Ｘ　小学生5年男女の部
50241 福井県 秀道館 川治 郁也 かわじ いくや Ｘ　小学生5年男女の部
50163 福井県 秀道館 小林 世韻 こばやし せいん Ｘ　小学生5年男女の部
50260 福井県 秀道館 宮川 律生 みやがわ りつい Ｘ　小学生5年男女の部
51660 福岡県 尚心道場 池田 秀登 いけだ ひでと Ｘ　小学生5年男女の部
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50703 愛知県 愛空塾青海 阿曽 柊汰 あそう しゅうた Y1　小学生4年男女の部
50701 愛知県 愛空塾青海 佐藤 輝 さとう てる Y1　小学生4年男女の部
50705 愛知県 愛空塾青海 渡辺 朝空 わたなべ さく Y1　小学生4年男女の部
51533 愛知県 愛空塾南陵 明壁 永季 あすかべ はるき Y1　小学生4年男女の部
50820 愛知県 愛空塾南陵 辻 琉人 つじ るいと Y1　小学生4年男女の部
50858 愛知県 愛空塾南陵 間宮 颯士 まみや そうし Y1　小学生4年男女の部
51414 愛知県 愛空塾南陵 盛田 來未 もりた くるみ Y1　小学生4年男女の部
51140 愛知県 愛空塾本部道場 小林 海斗 こばやし かいと Y1　小学生4年男女の部
51138 愛知県 育英館武道場 武 以沢 たけ いざわ Y1　小学生4年男女の部
51309 愛知県 士空会 赤掘 蒼真 あかほり そうま Y1　小学生4年男女の部
50092 愛知県 小牧 一三 竜聖 かずみ りゅうせい Y1　小学生4年男女の部
50089 愛知県 小牧 中村 優斗 なかむら ゆうと Y1　小学生4年男女の部
50284 愛知県 小牧 野﨑 和貴 のざき かずき Y1　小学生4年男女の部
50143 愛知県 小牧 原 隆晟 はら りゅうせい Y1　小学生4年男女の部
50085 愛知県 小牧 吉田 宗介 よしだ そうすけ Y1　小学生4年男女の部
50469 愛知県 水風会本部 米田 はなみ よねだ はなみ Y1　小学生4年男女の部
51390 愛知県 泰誠会 谷川 千紘 たにがわ ちひろ Y1　小学生4年男女の部
50398 愛知県 大和 高橋 京華 たかはし けいか Y1　小学生4年男女の部
51249 愛知県 中京会 阪野 智弥 ばんの ともや Y1　小学生4年男女の部
50564 愛知県 中京会八事空手道場 田島 彩羽 たじま いろは Y1　小学生4年男女の部
50316 愛知県 鶴友会 田島 寛弥 たじま ひろや Y1　小学生4年男女の部
50002 愛知県 豊橋富士見 森井 心結 もりい みゆ Y1　小学生4年男女の部
50051 愛知県 錬成館古城 水谷 優里 みずたに ゆうり Y1　小学生4年男女の部
50910 愛知県 錬成館尾西 加藤 悠真 かとう ゆうま Y1　小学生4年男女の部
50935 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 中村 晴 なかむら はる Y1　小学生4年男女の部
50994 岡山県 岡山 長瀬 琥二郎 ながせ こじろう Y1　小学生4年男女の部
50713 岡山県 玉野 橋本 陸空 はしもと りく Y1　小学生4年男女の部
51542 岩手県 大畑 悦渕 慧 いわいぶち ひかる Y1　小学生4年男女の部
51734 岩手県 大畑 佐野 友香 さの ともか Y1　小学生4年男女の部
50116 岐阜県 岐刑 林 直樹 はやし なおき Y1　小学生4年男女の部
50113 岐阜県 岐刑 林 凛太朗 はやし りんたろう Y1　小学生4年男女の部
50067 岐阜県 岐刑 本田 壮 ほんだ そう Y1　小学生4年男女の部
50111 岐阜県 岐刑 山本 龍大 やまもと りゅうだい Y1　小学生4年男女の部
50409 岐阜県 岐刑則松 青山 葉月 あおやま はづき Y1　小学生4年男女の部
51291 岐阜県 岐東 加藤 幹菜 かとう かんな Y1　小学生4年男女の部
51289 岐阜県 岐東 竹中 仁菜 たけなか にいな Y1　小学生4年男女の部
50060 岐阜県 中島 星野 莉心 ほしの りこ Y1　小学生4年男女の部
50897 岐阜県 名空会池田 服部 掬之介 はっとり きくのすけ Y1　小学生4年男女の部
50082 岐阜県 陽南 池田 玄人 いけだ げんと Y1　小学生4年男女の部
50156 岐阜県 陽南 広瀬 善仁 ひろせ よしひと Y1　小学生4年男女の部
51515 広島県 広島東 林 郁翔 はやし いくと Y1　小学生4年男女の部
51491 佐賀県 旭 佐藤 智紀 さとう とものり Y1　小学生4年男女の部
51426 埼玉県 KICK大心館 登 拓巳 のぼる たくみ Y1　小学生4年男女の部
51590 埼玉県 白水修養会 西村 莉緒 にしむら りお Y1　小学生4年男女の部
50183 三重県 愛空塾三重 山平 碧海 やまひら あみ Y1　小学生4年男女の部
50099 三重県 愛空塾四日市南 平野 季 ひらの とき Y1　小学生4年男女の部
50625 三重県 和道会津 上野 伶 うえの れい Y1　小学生4年男女の部
50658 三重県 和道会津 川戸 龍之介 かわと りゅうのすけ Y1　小学生4年男女の部
51657 山形県 崇武館新庄 土田 渚 つちだ なぎさ Y1　小学生4年男女の部
50568 山口県 三松会 米田 優月華 よねだ うるは Y1　小学生4年男女の部
51233 山梨県 南松院空手道会 望月 渓士朗 もちづき けいしろう Y1　小学生4年男女の部
50686 神奈川県 横浜 林 直穂 はやし ちかほ Y1　小学生4年男女の部
51686 神奈川県 城志館 菅原 榛馬 すがわら はるま Y1　小学生4年男女の部
51273 静岡県 修空会 菊川 奨護 きくかわ しょうご Y1　小学生4年男女の部
50042 静岡県 瑞空塾至誠道場 川口 瑛太 かわぐち えいた Y1　小学生4年男女の部
51477 静岡県 杉浦錬成塾自清会 澤木 充 さわき みつる Y1　小学生4年男女の部
50823 静岡県 杉浦錬成塾浜松アリーナ 太田 圭哉 おおた けいや Y1　小学生4年男女の部
50020 静岡県 杉浦錬成塾本部 足立 侑愛乃 あだち ゆあの Y1　小学生4年男女の部
51370 静岡県 千秋会かわはら 髙橋 宗真 たかはし そうま Y1　小学生4年男女の部
51374 静岡県 千秋会かわはら 宮城 海樹 みやぎ うつき Y1　小学生4年男女の部
51372 静岡県 千秋会かわはら 宮島 吉平 みやじま きっぺい Y1　小学生4年男女の部
50253 静岡県 千秋会河守 飯塚 琉誠 いいづか りゅうせい Y1　小学生4年男女の部
51452 千葉県 茂原 池澤 尊生 いけざわ たける Y1　小学生4年男女の部
51456 千葉県 茂原 神馬 李桜 じんま いお Y1　小学生4年男女の部
51454 千葉県 茂原 中村 栞緒 なかむら しお Y1　小学生4年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

51455 千葉県 茂原 森 千遥 もり ちはる Y1　小学生4年男女の部
51502 大阪府 尚武館 古川 夏楓 ふるかわ かえで Y1　小学生4年男女の部
51085 大阪府 明空義塾大阪 井上 瑠斗 いのうえ りゅうと Y1　小学生4年男女の部
51089 大阪府 明空義塾大阪 伊吹 大輝 いぶき たいき Y1　小学生4年男女の部
51355 大阪府 明空義塾大阪 坂口 りお さかぐち りお Y1　小学生4年男女の部
51357 大阪府 明空義塾大阪 佐々木 功 ささき こう Y1　小学生4年男女の部
51095 大阪府 明空義塾大阪 佃 峻弥 つくだ しゅんや Y1　小学生4年男女の部
51353 大阪府 明空義塾大阪 野田 優菜 のだ ゆうな Y1　小学生4年男女の部
50795 長野県 空寿会 大方 悠之伸 おおかた はるのしん Y1　小学生4年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50913 愛知県 愛空塾常滑 飯野 雄大 いいの ゆうだい Y2　小学生3年男女の部
50611 愛知県 愛空塾常滑 児玉 空哉 こだま くうや Y2　小学生3年男女の部
50906 愛知県 愛空塾常滑 松木囿 和音 まつきぞの かずね Y2　小学生3年男女の部
50959 愛知県 愛空塾常滑 吉田 桃李 よしだ とうり Y2　小学生3年男女の部
50707 愛知県 愛空塾青海 久田 ?馬 ひさだ てんま Y2　小学生3年男女の部
50719 愛知県 愛空塾青海 鷲尾 漣珂 わしお れっが Y2　小学生3年男女の部
50816 愛知県 愛空塾南陵 北崎 志 きたざき ここ Y2　小学生3年男女の部
50375 愛知県 愛空塾南陵 古川 登間 ふるかわ とうま Y2　小学生3年男女の部
50860 愛知県 愛空塾南陵 間宮 大智 まみや たいち Y2　小学生3年男女の部
51719 愛知県 愛空塾南陵 横井 美瑠 よこい りみ Y2　小学生3年男女の部
51048 愛知県 育英館碧南 杉浦 健琉 すぎうら たける Y2　小学生3年男女の部
51051 愛知県 育英館碧南 竹内 丈聖 たけうち じょうせい Y2　小学生3年男女の部
50430 愛知県 岡崎龍城会矢作 井上 世成 いのうえ せな Y2　小学生3年男女の部
50436 愛知県 岡崎龍城会矢作 坪井 咲 つぼい さき Y2　小学生3年男女の部
50591 愛知県 岩倉 平 風花 ひら ふうか Y2　小学生3年男女の部
50393 愛知県 拳誠會 松本 海叶 まつもと かいと Y2　小学生3年男女の部
50883 愛知県 俊和会本部 大中 莉子 おおなか りこ Y2　小学生3年男女の部
51807 愛知県 俊和会本部 山本 修治 やまもと しゅうじ Y2　小学生3年男女の部
50525 愛知県 水風会愛西 山川 咲月 やまかわ さつき Y2　小学生3年男女の部
50435 愛知県 水風会本部 村瀨 千依 むらせ ちい Y2　小学生3年男女の部
51385 愛知県 泰誠会 川見 柚 かわみ ゆず Y2　小学生3年男女の部
51403 愛知県 泰誠会蟹江 浅井 瀬梨 あさい せり Y2　小学生3年男女の部
51016 愛知県 達和会 髙橋 心眞妃 たかはし こまき Y2　小学生3年男女の部
51287 愛知県 知空会知立 塚元 航生 つかもと こうせい Y2　小学生3年男女の部
51286 愛知県 知空会知立 野村 亮惺 のむら りょうせい Y2　小学生3年男女の部
50538 愛知県 知空会名古屋 三浦 碧月 みうら みつき Y2　小学生3年男女の部
51244 愛知県 中京会 呉 世驥 ご よき Y2　小学生3年男女の部
50324 愛知県 中京会八事空手道場 佐久間 太一 さくま たいち Y2　小学生3年男女の部
50803 愛知県 中京会八事空手道場 吉田 旭里 よしだ あさと Y2　小学生3年男女の部
50420 愛知県 鶴友会 菅田 優愛 かんだ ゆうあ Y2　小学生3年男女の部
50844 愛知県 名空会研修センター 酒井 洸 さかい こう Y2　小学生3年男女の部
50845 愛知県 名空会研修センター 酒井 涼 さかい すず Y2　小学生3年男女の部
51564 愛知県 名空会研修センター 白木 智崇 しらき ともたか Y2　小学生3年男女の部
50539 愛知県 名空会美和 吉川 紗菜 よしかわ さな Y2　小学生3年男女の部
50945 愛知県 名古屋南 鈴木 はな すずき はな Y2　小学生3年男女の部
50614 愛知県 錬成館　 山田 悠朱希 やまだ ゆずき Y2　小学生3年男女の部
50331 愛知県 錬成館古城 藤井 壮志 ふじい そうし Y2　小学生3年男女の部
51106 愛知県 錬成館尾西 栗木 ひな くりき ひな Y2　小学生3年男女の部
50106 愛知県 錬成館尾西 野田 奏 のだ かなで Y2　小学生3年男女の部
50934 茨城県 春日道場刈谷空手倶楽部 齋藤 愛美 さいとう まなみ Y2　小学生3年男女の部
51001 岡山県 岡山 篠田 聖琉 しのだ せいる Y2　小学生3年男女の部
50571 岐阜県 羽島 日比 伶 ひび れい Y2　小学生3年男女の部
50403 岐阜県 岐刑則松 松下 倫久 まつした りく Y2　小学生3年男女の部
51201 岐阜県 岐東 森川 志帆 もりかわ しほ Y2　小学生3年男女の部
51047 岐阜県 高山 小林 創太 こばやし そうた Y2　小学生3年男女の部
50462 岐阜県 神岡道場 甲谷 結花 こうたに ゆいか Y2　小学生3年男女の部
50918 岐阜県 名空会岐阜 渡邊 雅斗 わたなべ まさと Y2　小学生3年男女の部
50484 岐阜県 陽南 小澤 凛 おざわ りん Y2　小学生3年男女の部
51942 宮城県 松山 鈴木 皓大 すずき こうだい Y2　小学生3年男女の部
51057 広島県 広島東 宮武 千桜 みやたけ ちさ Y2　小学生3年男女の部
51588 埼玉県 白水修養会 佐藤 愛花 さとう あいか Y2　小学生3年男女の部
50134 三重県 愛空塾三重 樋口 愛菜 ひぐち あいな Y2　小学生3年男女の部
50133 三重県 愛空塾三重 森本 恵麻 もりもと えま Y2　小学生3年男女の部
50656 三重県 和道会津 粟津 玲太 あわづ れいた Y2　小学生3年男女の部
50630 三重県 和道会津 諏訪　 琳太朗 すわ りんたろう Y2　小学生3年男女の部
50660 三重県 和道会津 辻井 菜々美 つじい ななみ Y2　小学生3年男女の部
51227 山梨県 南松院空手道会 榊原 岬咲 さかきばら みさき Y2　小学生3年男女の部
51712 静岡県 瑞空塾至誠道場 石原 柚奈 いしはら ゆずな Y2　小学生3年男女の部
50425 静岡県 瑞空塾至誠道場 北川 凉風 きたがわ すずか Y2　小学生3年男女の部
50334 静岡県 瑞空塾至誠道場 藤田 琉唯 ふじた るい Y2　小学生3年男女の部
50968 静岡県 杉浦錬成塾本部 大塚 光稀 おおつか みつき Y2　小学生3年男女の部
50750 静岡県 杉浦錬成塾本部 小林 泰駕 こばやし たいが Y2　小学生3年男女の部
51105 静岡県 杉浦錬成塾本部 古山 晴土 こやま てるただ Y2　小学生3年男女の部
50751 静岡県 杉浦錬成塾本部 鈴木 千豊 すずき かずとよ Y2　小学生3年男女の部
50570 静岡県 杉浦錬成塾本部 平澤 実結 ひらさわ みゆう Y2　小学生3年男女の部
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51362 石川県 名空会金沢道場 松井 悠真 まつい ゆうま Y2　小学生3年男女の部
51245 千葉県 昇政塾 森 愛梨 もり あいり Y2　小学生3年男女の部
51821 千葉県 雄飛会 神谷 拓実 かみや たくみ Y2　小学生3年男女の部
51091 大阪府 明空義塾大阪 村上 拓実 むらかみ たくみ Y2　小学生3年男女の部
50796 長野県 空寿会 神原 雄星 かんばら ゆうせい Y2　小学生3年男女の部
51775 東京都 蒼鷹会 和田 柚花 わだ ゆうか Y2　小学生3年男女の部
50392 栃木県 俊和義塾栃木 石島 愛絆 いしじま あいな Y2　小学生3年男女の部
50955 福井県 技道塾 辻 星樹 つじ せいじゅ Y2　小学生3年男女の部
50170 福井県 秀道館 秦 丈生 はた じょう Y2　小学生3年男女の部
50281 福井県 秀道館 雪森 慧 ゆきもり けい Y2　小学生3年男女の部
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50276 愛知県 愛空塾南陵 堀井 美玖 ほりい みく Z1　小学生2年男女の部
50168 愛知県 愛空塾南陵 山崎 愛來 やまざき あいら Z1　小学生2年男女の部
51135 愛知県 育英館武道場 呂 浩軒 ろ こうけん Z1　小学生2年男女の部
50604 愛知県 岩倉 鬼頭 奈夕 きとう なう Z1　小学生2年男女の部
51380 愛知県 泰誠会 都築 凰海 つづき こう Z1　小学生2年男女の部
51017 愛知県 達和会 柴田 聡 しばた さとし Z1　小学生2年男女の部
50867 愛知県 豊橋富士見 木場 咲来 きば さくら Z1　小学生2年男女の部
50866 愛知県 名空会瀬戸 小澤 寧瑚 おざわ にこ Z1　小学生2年男女の部
50515 愛知県 名空会美和 菱田 綸華 ひしだ りんか Z1　小学生2年男女の部
51721 愛知県 名空会豊田 藤原 諒日 ふじわら あさひ Z1　小学生2年男女の部
50104 愛知県 錬成館尾西 野田 篤人 のだ あつと Z1　小学生2年男女の部
50119 岐阜県 岐刑 太田 衣都 おおた いと Z1　小学生2年男女の部
50294 岐阜県 岐刑 徳山 暖菜 とくやま はるな Z1　小学生2年男女の部
50296 岐阜県 岐刑 白 安琪 ばい あんじぇら Z1　小学生2年男女の部
50114 岐阜県 岐刑 林 胡桃 はやし くるみ Z1　小学生2年男女の部
50115 岐阜県 岐刑 林 胡羽 はやし こはね Z1　小学生2年男女の部
50410 岐阜県 岐刑則松 青山 大晄 あおやま たいき Z1　小学生2年男女の部
50408 岐阜県 岐刑則松 西垣 愛琉 にしがき あいる Z1　小学生2年男女の部
51276 岐阜県 岐東 今井 仁菜 いまい にな Z1　小学生2年男女の部
51292 岐阜県 岐東 加藤 樹 かとう いつき Z1　小学生2年男女の部
51290 岐阜県 岐東 竹中 大凱 たけなか たいが Z1　小学生2年男女の部
51168 岐阜県 桜空館不破 喜多 亜梨美 きた ありみ Z1　小学生2年男女の部
51261 岐阜県 陽南 木野村 佳穂 きのむら かほ Z1　小学生2年男女の部
51279 広島県 JFE福山 杉原 颯人 すぎはら はやと Z1　小学生2年男女の部
50199 三重県 愛空塾三重 市村 凛 いちむら りん Z1　小学生2年男女の部
51834 三重県 愛空塾三重 田中 琉果 たなか るか Z1　小学生2年男女の部
50319 三重県 愛空塾三重 平畑 柚月 ひらはた ゆづき Z1　小学生2年男女の部
50654 三重県 和道会津 中野 双葉 なかの ふたば Z1　小学生2年男女の部
50627 三重県 和道会津 濱口 丈 はまぐち じょう Z1　小学生2年男女の部
50813 静岡県 拳友塾 平野 綾人 ひらの やまと Z1　小学生2年男女の部
51271 静岡県 修空会 大石 愛翔 おおいし まなと Z1　小学生2年男女の部
50540 静岡県 瑞空塾至誠道場 伊藤 希 いとう まれ Z1　小学生2年男女の部
50513 静岡県 瑞空塾至誠道場 大村 紅葉 おおむら くれは Z1　小学生2年男女の部
51037 静岡県 瑞空塾至誠道場 篠田 宗秀 しのだ そうしゅう Z1　小学生2年男女の部
51559 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 古橋 結菜 ふるはし ゆいな Z1　小学生2年男女の部
50021 静岡県 杉浦錬成塾本部 足立 侑芽穂 あだち ゆめほ Z1　小学生2年男女の部
50972 静岡県 杉浦錬成塾本部 水嶋 雪乃 みずしま ゆきの Z1　小学生2年男女の部
51450 千葉県 茂原 池澤 杏南 いけざわ あんな Z1　小学生2年男女の部
51451 千葉県 茂原 神馬 朱桜 じんま すざく Z1　小学生2年男女の部
51087 大阪府 明空義塾大阪 井上 絢心 いのうえ あこ Z1　小学生2年男女の部
51769 東京都 蒼鷹会 今島 有理 いましま ゆり Z1　小学生2年男女の部
50197 福井県 秀道館 田中 英志 たなか えいじ Z1　小学生2年男女の部
50178 福井県 秀道館 早川 駿太郎 はやかわ しゅんたろう Z1　小学生2年男女の部
51654 福岡県 拳誠塾 中島 弘人 なかしま ひろと Z1　小学生2年男女の部



番号 県 支部名 苗字 名前 苗字（かな） 名前（かな） 種目

50228 愛知県 愛空塾南陵 町田 陽人 まちだ はると Z2　小学生1年男女の部
51922 愛知県 愛空塾半田 及川 健太 おいかわ けんた Z2　小学生1年男女の部
51920 愛知県 愛空塾半田 芝山 修諭 しばやま しゅうゆ Z2　小学生1年男女の部
50565 愛知県 育英館武道場 仲居 康 なかい こう Z2　小学生1年男女の部
51167 愛知県 水風会名東 山根 啓太 やまね けいた Z2　小学生1年男女の部
51020 愛知県 達和会 柴田 優香 しばた ゆうか Z2　小学生1年男女の部
51021 愛知県 達和会 宮城 光 みやぎ らいと Z2　小学生1年男女の部
51019 愛知県 達和会 綿貫 岳 わたぬき がく Z2　小学生1年男女の部
51284 愛知県 知空会知立 尾嶋 葵 おじま あおい Z2　小学生1年男女の部
51285 愛知県 知空会知立 野村 奈名穂 のむら ななほ Z2　小学生1年男女の部
51893 愛知県 中京会八事空手道場 米増 涼太朗 よねます りょうたろう Z2　小学生1年男女の部
50519 岐阜県 中島 浅野 喬珂 あさの きょうか Z2　小学生1年男女の部
50098 静岡県 瑞空塾至誠道場 久能 圭翔 くのう けいと Z2　小学生1年男女の部
50129 静岡県 杉浦錬成塾向井道場 田仲 幸真 たなか ゆきまさ Z2　小学生1年男女の部
51205 静岡県 杉浦錬成塾浜松アリーナ 木舟 一楓 きふね いちか Z2　小学生1年男女の部
50767 静岡県 杉浦錬成塾浜松アリーナ 斎須 亮杜 さいす あきと Z2　小学生1年男女の部
51240 千葉県 昇政塾 砂川 結衣 すなかわ ゆい Z2　小学生1年男女の部
51359 大阪府 明空義塾大阪 野田 優愛 のだ ゆうあ Z2　小学生1年男女の部
51773 東京都 蒼鷹会 末吉 鷹之介 すえよし たかのすけ Z2　小学生1年男女の部
51771 東京都 蒼鷹会 平賀 柊羽 ひらが とわ Z2　小学生1年男女の部
50212 福井県 秀道館 阪井 優雅 さかい ゆうが Z2　小学生1年男女の部
50262 福井県 秀道館 宮川 維月 みやがわ いづき Z2　小学生1年男女の部
50285 福井県 秀道館 雪森 歩 ゆきもり あゆむ Z2　小学生1年男女の部


