
No. 氏名 所属 参加行事・出場大会

１ 林　一樹 （本部） 東京東錬成　型合宿　 福島県　福島県２位　組手合宿  ドリーム 新潟錬成　新潟錬成型2位 夏合宿 　群馬県 　全北陸　全北陸
団体型２位　全北陸型３位 　群馬県型３位　組手合宿 ユース合宿　北陸錬成 　埼玉県　北陸錬成型１位　北陸錬成組手１位

79 ポイント

２ 真島巧之介 （新潟北） 型合宿　福島県 福島県２位　 世田谷・杉並錬成　組手合宿　 関東錬成　ドリーム　新潟錬成　新潟錬成組手1位　夏合宿　全 37 ポイント

３ 澤田嘉一 （新潟小針） 型合宿　福島県　福島県１位　組手合宿　ドリーム　フルコン新潟　新潟錬成　新潟錬成型3位　夏合宿　全北陸　全北陸団体
型３位　全北陸型３位　組手合宿

49 ポイント

４ 渡邉拓海 （新潟小針） 型合宿　組手合宿　ドリーム　フルコン新潟　新潟錬成　フルコン新潟組手1位　新潟錬成型1位　夏合宿　全北陸　全北陸団体
型２位　全北陸型２位　組手合宿　北陸錬成　埼玉県 北陸錬成型２位　北陸錬成組手１位

91 ポイント

５ 渡邉琉太 （新潟小針） 夏合宿　全北陸　全北陸団体型２位 16 ポイント

６ 大山裕城 （本部） 型合宿　JFKO全日本　組手合宿　ドリーム　フルコン新潟　フルコン新潟組手1位　夏合宿　群馬県　全北陸　全北陸団体型３
位　全北陸型１位　全北陸組手３位　群馬県組手２位　組手合宿

83 ポイント

７ 渡邊真宗 （本部） ポイント

８ 稲森優斗 （本部） 型合宿　福島県　 世田谷・杉並錬成  組手合宿　ドリーム　新潟錬成　新潟錬成組手2位　夏合宿　群馬県　全北陸　全北陸団
体型３位　全北陸組手３位　組手合宿　ユース合宿　北陸錬成　北陸錬成組手１位

55 ポイント

９ 諸橋雄心 （新潟東） ポイント

１０ 内藤怜央 （長岡） 東京東錬成　型合宿　福島県　組手合宿　ドリーム　新潟錬成　夏合宿　群馬県　全北陸　組手合宿　ユース合宿　北陸錬成　
北陸錬成型３位

31 ポイント

１１ 中野雅大 （本部） ポイント
１２ 諸橋皇心 （新潟東） ポイント

１３ 嵐山聖楠 （本部） 東京東錬成　型合宿　福島県　福島県２位　組手合宿　ドリーム　新潟錬成　新潟錬成型3位　新潟錬成組手1位　夏合宿　全北
陸 　秋田県１位　組手合宿　ユース合宿　北陸錬成　北陸錬成型３位　北陸錬成組手１位　北陸錬成組手２位

72 ポイント

１４ 中野幸大 （本部） ポイント

１５ 小出将寿 （本部） 型合宿　福島県　組手合宿　ドリーム　新潟錬成　新潟錬成型1位・2位　新潟錬成組手2位　全北陸　全北陸団体型１位　全北
陸型１位　組手合宿　北陸錬成　北陸錬成型１位　北陸錬成型３位　北陸錬成組手２位

98 ポイント

１６ 佐次美裕 （新潟中央） ドリーム　ドリーム３位 13 ポイント

１７ 渡辺悠広 （黒埼） 東京東錬成　型合宿　関東錬成　ドリーム　新潟錬成　新潟錬成型1位　新潟錬成組手1位　関東錬成２位　全中部　群馬県　全
北陸　全北陸組手１位　ユース合宿　北陸錬成　埼玉県　北陸錬成型１位　北陸錬成組手１位

91 ポイント

１８ 加藤大介 （黒埼） ポイント
１９ 古谷直也 （本部） 型合宿　全北陸　全北陸団体型１位 26 ポイント
２０ 古谷哲大 （本部） 型合宿　新潟錬成　新潟錬成型3位　夏合宿　全北陸　北陸錬成 15 ポイント
２１ 加藤修一 （上越） ドリーム　全中部　夏合宿　全北陸　全北陸組手２位 22 ポイント
２２ 林　愛夏 （本部） 型合宿　新潟錬成　新潟錬成型3位 7 ポイント
２３ 豊岡美月葵 （上越） 新潟錬成　新潟錬成団体型1位　新潟錬成型1位 22 ポイント

２４ 嵐山穂隆 （本部） 東京東錬成　型合宿　福島県　組手合宿　ドリーム　新潟錬成　新潟錬成組手3位　夏合宿　全北陸　秋田県１位　全北陸組手
３位　組手合宿　北陸錬成　北陸錬成組手１位

55 ポイント

２５ 小池銀史 （上越） 新潟錬成　新潟錬成団体型1位　新潟錬成組手2位　全中部　夏合宿　群馬県　全北陸　全北陸団体型３位　群馬県型３位　北陸
錬成　埼玉県

40 ポイント

２６ 山田裕生 （長岡） 2 ポイント
２７ 木下凱童 （本部） ポイント
２８ 古賀健慎 （本部） 型合宿　組手合宿　ドリーム　新潟錬成　新潟錬成型2位　新潟錬成組手2位　夏合宿　全北陸　組手合宿 28 ポイント
２９ 田村信彦 （新潟東） 新潟錬成　全北陸　全北陸団体型２位 16 ポイント
３０ 遠藤　久 （本部） 新潟錬成　ドリーム　夏合宿　全北陸　全北陸団体型１位 32 ポイント
３１ 古川龍聖 （本部） 型合宿　組手合宿　新潟錬成　夏合宿　全北陸　全北陸型３位　組手合宿 20 ポイント
３２ 加藤丈太郎 （新潟東） 型合宿　新人戦　新人戦型１位　新人戦組手２位　組手合宿　全北陸　組手合宿　北陸錬成　北陸錬成型２位　北陸錬成組手３ 37 ポイント

３３ 山田裕己 （本部） 関東錬成　福島県　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成型1位・型1位　新潟錬成組手1位　ドリーム　群馬県　全北陸　全北陸団体
型１位　全北陸組手３位　群馬県型１位　組手合宿　北陸錬成　埼玉県　北陸錬成型１位×２　北陸錬成組手２位

115 ポイント

３４ 宮川三太夫　（上越） 全北陸　全北陸団体型３位 10 ポイント
３５ 山口有香 （三条） 型合宿　JFKO全日本　組手合宿　夏合宿　全北陸 14 ポイント

３６ 加藤希望 （新潟中央） 福島県　福島県２位　新人戦　新人戦型３位　新人戦組手１位　新潟錬成　全北陸　北陸錬成　埼玉県　北陸錬成組手１位　北
陸錬成組手２位

47 ポイント

３７ 木村円香 （新潟北） 型合宿　組手合宿　新潟錬成　全北陸　北陸錬成 12 ポイント
３８ 佐藤要路 （新発田） 新潟錬成　新潟錬成組手1位　全北陸 16 ポイント
３９ 渋谷雅彦 （新潟中央） ポイント

４０ 樋口暖希 （新津） 東京東錬成　型合宿　福島県　福島県１位　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成組手１位　ドリーム　ドリーム３位　夏合宿　群馬
県　全北陸　全北陸組手３位　組手合宿　ユース合宿　北陸錬成

63 ポイント

４１ 川崎江利子 （新潟中央） 型合宿　新潟錬成　夏合宿　全北陸　全北陸団体型１位　全北陸組手２位 40 ポイント
４２ 山本英晴 （新潟中央） 型合宿　全北陸　全北陸団体型２位 16 ポイント
４３ 磯貝優太 （本部） 型合宿　新潟錬成　夏合宿　全北陸 10 ポイント
４４ 渡邉竣介 （本部） 新人戦　新人戦型２位　全北陸 　全北陸組手２位 21 ポイント
４５ 堀川真聖 （上越） ポイント
４６ 稲田准一 （新潟新通） ポイント
４７ 菊池誠也 （本部） 組手合宿　全北陸 6 ポイント
４８ 西條仁奈 （高田駐屯地） 北陸錬成 2 ポイント
４９ 星山恒広 （本部） ポイント
５０ 山口裕也 （新潟小針） 型合宿 2 ポイント
５１ 杉田　陽 （上越） ポイント
５２ 阿部勇雅 （白根） 新潟錬成 2 ポイント
５３ 伊悟里 （本部） ポイント
５４ 稲田征男 （新潟新通） ポイント
５５ 大川和憲 （長岡） ポイント
５６ 木村壮甫 （新潟北） 型合宿　組手合宿　新潟錬成　全北陸　北陸錬成 12 ポイント
５７ 須佐萌愛 （本部） 型合宿　夏合宿　組手合宿 6 ポイント

ポイント



No. 氏名 所属 参加行事・出場大会 ポイント
５８ 小林真瑠 （本部） 型合宿　新潟錬成　新潟錬成型１位　全北陸 17 ポイント
５９ 渋谷風人 （新潟中央） ポイント
６０ 武川周平 （本部） 型合宿 2 ポイント
６１ 武田悠汰 （新潟新通） ポイント
６２ 鶴巻　学 （新潟中央） ポイント
６３ 並木快仁 （新潟萬代橋） ポイント
６４ 真島かなえ （新潟北） ポイント
６５ 青木勇翔 （妙高） 組手合宿 2 ポイント
６６ 加藤颯真 （長岡） 組手合宿 2 ポイント
６７ 諸橋　隆 （三条） 組手合宿　全北陸 6 ポイント
６８ 山下　研 （新発田） 組手合宿　新潟錬成　全北陸 8 ポイント
６９ 笠原　紡 （上越） ポイント
７０ 川村獅久磨 （新潟） ポイント
７１ 三潴琉希 （新潟） ポイント
７２ 浅野　実 （三条） 型合宿　全北陸 6 ポイント
７３ 稲森久広 （本部） ドリーム　組手合宿 6 ポイント

７４ 長谷川絆 （新潟中央） 型合宿　福島県　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成組手1位　新潟錬成組手3位　ドリーム　群馬県　全北陸　全北陸組手１位　群
馬県組手３位　北陸錬成　北陸錬成型２位　北陸錬成組手２位　北陸錬成組手３位

64 ポイント

７５ 北村孝二郎 （本部） 型合宿　全北陸 6 ポイント
７６ 北村孝太 （本部） 型合宿　新人戦　新人戦組手３位 7 ポイント
７７ 斎藤　航 （本部） ポイント
７８ 酒井大造 （妙高） ポイント

７９ 井浦　大佑 （新津） 福島県　新人戦　新人戦型１位　新人戦組手１位　組手合宿　夏合宿　群馬県　全北陸　全北陸団体型１位　群馬県型２位　組
手合宿　北陸錬成　北陸錬成型３位　北陸錬成組手３位

69 ポイント

８０ 鈴木裕介 （三条） 型合宿 2 ポイント
８１ 古川美優 （本部） 群馬県　全北陸　全北陸型１位 26 ポイント
８２ 牧絵桜子 （上越） ポイント
８３ 2 ポイント
８４ 諸橋輝翔 （本部） ポイント
８５ 若杉明日風 （本部） ポイント
８６ 安達拓也 （長岡） ポイント
８７ 飯田欣希 （本部） ポイント
８８ 五十嵐陽人 （黒埼） ポイント
８９ 磯部司陽 （新発田） ポイント
９０ 市橋正巳 （佐渡） 型合宿　夏合宿　全北陸 8 ポイント
９１ 加藤貴明 （長岡） ポイント
９２ 黒坂　仁 （三条） ポイント
９３ 古賀美加 （本部） ポイント
９４ 駒形乃愛 （新潟中央） ポイント
９５ 小室陽翔 （本部） ポイント
９６ 斎川　翔 （新潟中央） ポイント
９７ 佐藤奏夢 （長岡） 型合宿　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成組手２位　全北陸　北陸錬成 17 ポイント
９８ 菅　明翔 （黒埼） ポイント
９９ 杉田　咲 （上越） ポイント
１００ 杉本遥麻 （本部） ポイント
１０２ 権平大地 （新潟東） 新人戦　新人戦組手１位 12 ポイント
１０３ 守屋洸太 （本部） 新人戦　新人戦型２位 7 ポイント
１０４ 山賀陽葵 （本部） 新人戦　新人戦型４位　新人戦組手４位　全北陸 12 ポイント
１０５ 井浦　駿 （新津） 新人戦　新人戦組手２位　全北陸 11 ポイント

１０６ 菅井勇伸 （新津） 新人戦　新人戦組手３位　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成組手2位　夏合宿　全北陸　全北陸型３位　全北陸組手２位　組手合
宿　北陸錬成

40 ポイント

１０７ 中村　敬 （佐渡） ポイント
１０８ 中村　陸 （新発田） ポイント
１０９ 長谷川楓 （本部） ポイント
１１０ 樋浦　琉 （新潟中央） ポイント
１１１ 樋浦勇翔 （新潟中央） ポイント
１１２ 樋口勝也 （上越） 夏合宿　全北陸 6 ポイント
１１３ 古川敏廣 （高田駐屯地） 組手合宿　夏合宿　全北陸 8 ポイント
１１４ 古川陽子 （本部） 型合宿　ドリーム　夏合宿　群馬県　全北陸　群馬県組手２位　組手合宿 21 ポイント
１１５ 益子圭太 （上越） ポイント
１１６ 松鷹竜一 （新潟中央） ポイント
１１７ 山口　豊 （新潟小針） ポイント
１１８ 結城麻斗 （長岡） ポイント
１１９ 余湖悠星 （佐渡） ポイント
１２０ 吉井　漣 （新潟中央） ポイント
１２１ 井浦碧月 （新津） 新人戦　全北陸　全北陸型２位 16 ポイント
１２２ 渡辺滝人 （長岡） ポイント
１２３ 早川　聖琉 （長岡） 組手合宿　新潟錬成　新潟錬成型3位　新潟錬成組手3位　全北陸　全北陸型１位　北陸錬成 36 ポイント
１２４ 早川　空来 （長岡） 新潟錬成　新潟錬成型2位　全北陸　全北陸型３位　北陸錬成　北陸錬成型３位 22 ポイント
１２５ 小池優奈 （三条） 組手合宿 2 ポイント
１２６ 皆川　泰 （三条） ポイント
１２７ 並木孝裕 （本部） ポイント



No. 氏名 所属 参加行事・出場大会 ポイント
１２８ 馬場瑛太 （本部） ポイント
１２９ 加藤莞爾 （新潟中央） 新潟錬成 2 ポイント

１３０ 渡邉蒼太 （新潟中央） 型合宿　福島県　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成組手3位　群馬県　全北陸　群馬県型２位　組手合宿　北陸錬成　北陸錬成型
２位　北陸錬成組手２位

36 ポイント

１３１ 川崎心太郎 （新潟中央） 型合宿　新潟錬成　全北陸 8 ポイント
１３２ 近藤健太 （本部） ポイント
１３３ 渡邊真昭 （本部） 型合宿　全北陸　全北陸団体型２位 16 ポイント
１３４ 保坂　健 （本部） ポイント
１３５ 今野さくら （新潟東） 新人戦　新人戦組手１位　全北陸 16 ポイント
１３６ 今野蓮斗 （新潟東） 新人戦　全北陸 6 ポイント
１３７ 阿部心輝 （新潟東） ポイント
１３８ 小林京平 （新潟中央） ポイント
１３９ 五十嵐咲央 （三条） ポイント
１４０ 星野孝太 （新発田） 組手合宿　新潟錬成　新潟錬成組手3位　ドリーム　夏合宿　全北陸　北陸錬成 19 ポイント
１４１ 高橋隼太 （十日町） 型合宿　新人戦　夏合宿　全北陸　全北陸組手１位　北陸錬成 32 ポイント
１４２ 戸田虎太郎 （新潟中央） ポイント
１４３ 高杉一颯 （新潟中央） 型合宿　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成組手2位　全北陸　全北陸団体型２位　全北陸型１位　組手合宿　北陸錬成　北陸錬成 54 ポイント
１４４ 五十嵐祷弥 （新潟中央） 組手合宿　新潟錬成　新潟錬成型2位　新潟錬成組手2位　夏合宿　全北陸　組手合宿　北陸錬成　 北陸錬成組手１位 34 ポイント
１４５ 星野佑太 （新発田） 新潟錬成　ドリーム　北陸錬成 8 ポイント
１４６ 佐瀬智忠 （白根） ポイント
１４７ 小林喜保子 （佐渡） 型合宿　新潟錬成 4 ポイント
１４８ 平井優陽 （本部） ポイント
１４９ 小林千夏 （佐渡） 型合宿　新潟錬成 4 ポイント
１５０ 上田望人 （新潟中央） 型合宿　新人戦　新人戦型１位　新人戦組手１位　新潟錬成　新潟錬成型3位　全北陸　全北陸団体型２位　全北陸型２位 53 ポイント
１５１ 大熊柚希 （十日町） 型合宿　新人戦　組手合宿　夏合宿　全北陸　北陸錬成 14 ポイント
１５２ 廣上　健 （新潟萬代橋） ポイント
１５３ 高見　翔 （新潟萬代橋） ポイント
１５４ 松岡　健 （新潟萬代橋） ポイント
１５５ 佐藤璃海 （長岡） ポイント
１５６ 中島煌希 （三条） ポイント
１５７ 諸橋　青葉 （長岡） 新人戦　新人戦型１位　新人戦組手１位　新潟錬成　新潟錬成型3位　新潟錬成組手3位　全北陸　全北陸型３位　北陸錬成 42 ポイント
１５８ 中村心一 （三条） ポイント
１５９ 飯塚英澄 （三条） ポイント
１６０ 庭野稟士 （黒埼） ポイント
１６１ 山田大幹 （本部） 新人戦　新人戦型２位　新人戦組手２位　全北陸 16 ポイント
１６２ 小柳風眞 （三条） 北陸錬成 2 ポイント
１６３ 池田龍乃丞 （新潟中央） ポイント
１６４ 小島康平 （二葉幼稚園） ポイント
１６５ 永澤祐也 （新発田） ポイント
１６６ 荒井美月 （新発田） ポイント
１６７ 吉野幸奈 （佐渡） 型合宿　新潟錬成　新潟錬成型１位　夏合宿　全北陸 20 ポイント
１６８ 佐藤隆幸 （佐渡） ポイント
１６９ 津野　凱飛 （新発田） 新人戦　新人戦型１位　新人戦組手２位　新潟錬成 19 ポイント
１７０ 田中　陸 （新発田） 福島県　組手合宿　新潟錬成　新潟錬成型2位　ドリーム　北陸錬成 17 ポイント
１７１ 吉田賢生 （新発田） 新人戦　新人戦型４位 5 ポイント
１７２ 北村　陽翔 （萬代橋） 新人戦　新人戦型３位　新人戦組手３位　新潟錬成　夏合宿　全北陸　北陸錬成 18 ポイント
１７３ 明間　紀章 （新津） 型合宿 2 ポイント
１７４ 重川　惺 （白根） 新潟錬成　夏合宿　全北陸 8 ポイント
１７５ 飯田彗斗 （新発田） 北陸錬成 2 ポイント
１７６ 諸橋　豊 （長岡） ポイント
１７７ 大和　勇輝 （中央） 型合宿　組手合宿　全北陸　全北陸団体型２位　全北陸型３位　北陸錬成　北陸錬成型１位 36 ポイント
１７８ 諸橋　汰一 （長岡） ポイント
１７９ 古賀　衣織 （本部） ポイント
１８０ 加藤　楓基 （長岡） ポイント
１８１ 風間壮一朗 （中央） ポイント
１８２ 須貝　絆永 （新潟東） ポイント
１８３ 船山咲太郎 （船江） ポイント
１８4 渡邊　剛 （上越） ドリーム　全中部　全北陸 10 ポイント
１８５ 豊島　陽昇 （東） ポイント
１８６ 花岡愛菜 （本部） 夏合宿　全北陸　北陸錬成 8 ポイント
１８７ 渡部　陽向 （中央） 新潟錬成 2 ポイント
１８８ 大羽賀ひろみ （長岡） 新潟錬成　夏合宿　全北陸　北陸錬成 10 ポイント
１８９ 和田　琢磨 （萬代橋） ポイント
１９０ 渡辺さくま （三条） ポイント
１９１ 古賀聡太 （本部） 夏合宿　全北陸 6 ポイント
１９２ 山本翔太 （十日町） 夏合宿 2 ポイント
１９３ 堀川虎丸 （上越） 新潟錬成　新潟錬成団体型1位　新潟錬成組手1位 22 ポイント
１９４ 佐藤謙太 北陸錬成 2 ポイント
１９５ 井川壮祐 （本部） ポイント
１９６ 寺田杏奈 ポイント
１９７ 川村梨々蛙 ポイント
１９８ 丸山武蔵 ポイント
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１９９ 吉滿飛燕 （上越） 新潟錬成　新潟錬成組手1位　全北陸 16 ポイント
２００ 小野煌之助 （中央） 全北陸 4 ポイント
２０１ 西坂瑠亜人 （中央） 全北陸　全北陸組手　全北陸組手３位　北陸錬成　北陸錬成組手２位 17 ポイント
２０２ 大熊愛佳 （十日町） 夏合宿 2 ポイント
２０３ 大滝　琥輝 （中央） ポイント
２０４ 横山響悟 （本部） 組手合宿 2 ポイント
２０５ 原田　大也 （本部） ポイント
２０６ 柳原　琉那 （本部） ポイント
２０７ 佐藤　季風 （新発田） ポイント
２０８ 本望　友和 （本部） ポイント
２０９ 金子　光 （佐渡） 新潟錬成　全北陸 6 ポイント
２１０ 樋口　心乃 （新津） 全北陸　全北陸組手１位　北陸錬成 26 ポイント
２１１ 丸山美琴 （上越） 全北陸　全北陸団体型３位　北陸錬成　北陸錬成型２位　北陸錬成組手１位 27 ポイント
２１３ 関口　恵汰 ポイント
２１４ 三上衣織 （柏崎） 全北陸　北陸錬成 6 ポイント
２１５ 川名　陽斗 全北陸 4 ポイント
２１６ 川名　悠斗 全北陸　全北陸組手１位 24 ポイント
２１７ 西條裕雅 （高田駐屯地） 全北陸　北陸錬成 6 ポイント
２１８ 飯田　喬太 ポイント
２１９ 田中　繁史 （新発田） 新潟錬成　新潟錬成組手１位　ドリーム 16 ポイント
２２０ 津野　直幸 （新発田） 新潟錬成 2 ポイント
２２１ 吉満　星來 全北陸　全北陸組手２位 14 ポイント
２２２ 杉山莞玖斗 ポイント
２２３ 川崎孝太郎 （新潟中央） 新潟錬成　夏合宿　全北陸 8 ポイント
２２４ 古川　海音 ポイント
２２５ 古川　空音 ポイント
２２６ ポイント
２２７ 小田　湊人 ポイント
２２８ 加藤愛友花 ポイント
２２９ ポイント
２３０ ポイント
２３１ 佐野　𤥃𤥃志 （十日町） 新潟錬成　夏合宿　全北陸 8 ポイント
２３２ 佐野丈瑠 （十日町） 新潟錬成　夏合宿　全北陸 8 ポイント
２３３ 加畑小夜菜 全北陸 4 ポイント
２３４ 佐藤　小雪 北陸錬成 北陸錬成型３位 5 ポイント
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