
No. 氏名 ふりがな 所属 参加行事・出場大会 ポイント
010001 尼崎侑帆 あまさき （本部） 新潟交流 2
010002 嵐山穂隆 あらしやま （本部） 型合宿・組手合宿・全北陸 6
010003 嵐山聖楠 あらしやま （本部） 型合宿・組手合宿・全北陸 6

010004 飯田欣希 いいだ （本部）
型合宿
夏合宿

4

010005 石川祥子 いしかわ （本部）
010006 稲葉楓果 いなば （本部）

010007 稲森久広 いなもり （本部）
型合宿
夏合宿

4

010008 稲森優斗 いなもり （本部）
型合宿・組手合宿・新潟交流・全北陸・群馬
夏合宿・全北陸組手３位・北陸交流・北陸交流
組手１位

30

010009 猪股百果 いのまた （本部）

010010 遠藤　久 えんどう （本部）
新潟交流・全北陸
新潟交流　優勝
夏合宿・北陸交流

18

010011 大山裕城 おおやま （本部）
型合宿・全日本大会（５月）・組手合宿・全北
陸
全中部・全北陸組手　３位

20

010012 河合麗子 かわい （本部） 新潟交流 2

010013 菊池誠也 きくち （本部）
新潟交流・全北陸

4

010014 木下凱童 きのした （本部）

型合宿・組手合宿・新潟交流・全北陸・全北陸
型　準優勝・全北陸組手　３位
福島大会
新潟交流　優勝、準優勝・北陸交流・北陸交流
型１位・北陸交流組手２位
夏合宿

60

010015 小出尚哉 こいで （本部）

010016 古賀健慎 こが （本部）
型合宿・組手合宿・新潟交流・全北陸
新潟交流　優勝、3位
夏合宿

23

010017 古賀衣織 こが （本部）
型合宿・組手合宿・新潟交流
夏合宿

8

010018 小林真瑠 こばやし （本部） 型合宿・新潟交流 4

010019 斎藤成湊 さいとう （本部）
型合宿・新潟交流
夏合宿

6

010020 佐藤一輝 さとう （本部）

型合宿・組手合宿・新潟交流
新潟交流　3位×2
夏合宿・北陸交流・北陸交流型３位・北陸交流
組手３位

26

010021 佐藤真琴 さとう （本部） 型合宿 2
010022 古川陽子 さとう （本部）

010023 古川龍聖 さとう （本部）

型合宿・組手合宿・全中部・全北陸
福島大会・新潟交流・ドリームカップ
新潟交流　3位、優勝・群馬・埼玉・北陸交
流・北陸交流型３位
夏合宿

40

010024 佐藤英太郎 さとう （本部）

010025 佐藤美優 さとう （本部）
型合宿・全北陸・全北陸組手　優勝
夏合宿

26



No. 氏名 ふりがな 所属 参加行事・出場大会 ポイント

010026 杉本遥麻 すぎもと （本部）
型合宿・全北陸
夏合宿

6

010027 田中悠嗣 たなか （本部）

型合宿・組手合宿・全北陸
福島大会・新潟交流
夏合宿・北陸交流・北陸交流型１位・北陸交流
組手１位

34

010028 丹治秀太 たんじ （本部）

010029 中野幸大 なかの （本部）

福島大会・新潟交流・全中部・ドリームカップ
組手合宿・全中部　優勝・全北陸・全北陸　優
勝
新潟交流　優勝・埼玉・埼玉１位・群馬・北陸

80

010030 中野雅大 なかの （本部）
福島大会・福島大会１位・全北陸・埼玉・群馬
組手合宿・新潟交流・ドリームカップ・北陸交
流・北陸交流組手１位

38

010031 西村博道 にしむら （本部）

010032 羽賀天海 はが （本部）
型合宿・組手合宿・新潟交流
新潟交流　3位
夏合宿

11

010033 林　一樹 はやし （本部）

型合宿・組手合宿・全北陸・全北陸組手　優
勝・全北陸型　３位
福島大会・新潟交流・ドリームカップ
新潟交流　準優勝、優勝、入賞
夏合宿・埼玉・埼玉組手２位・群馬・群馬組手
１位・北陸交流・北陸交流型１位・北陸交流組
手１位×２

120

010034 古谷直也 ふるや （本部）
型合宿・新潟交流
新潟交流　優勝・北陸交流

16

010035 古谷哲大 ふるや （本部）
型合宿・新潟交流
新潟交流　準優勝・北陸交流・北陸交流型２位

14

010036 星山恒広 ほしやま （本部）
新潟交流
夏合宿・北陸交流・北陸交流組手２位

11

010037 松尾知佳 まつお （本部）
型合宿・新潟交流・全北陸
夏合宿

11

010038 三上哲治 みかみ （本部）
010039 三宅徳拡 みやけ （本部）
010040 山田裕己 やまだ （本部） 新潟交流・全北陸・北陸交流 6

010041 渡邊真宗 わたなべ （本部）
夏合宿・型合宿・組手合宿・新潟交流・全北
陸・新潟交流　準優勝・北陸交流・北陸交流型

22

010042 渡辺来偉 わたなべ （本部）
010043 渡部柊平 わたべ （本部）
010044 伊悟里 いごり （本部） 夏合宿・全北陸 4
010045 武川周平 たけだ （本部） 夏合宿・全北陸 4
010046 羽賀月泉 はが （本部） 夏合宿 2
010047 松尾仁美 まつお （本部） 夏合宿・全北陸 4

010048 小幡　結 おばた （本部）

型合宿・組手合宿・全北陸
新潟交流・ドリームカップ
新潟交流　優勝×2・北陸交流・北陸交流型１
位・北陸交流組手２位
夏合宿・全北陸型　優勝

71
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010049 小幡　魁 おばた （本部）

型合宿・組手合宿・全北陸
新潟交流・ドリームカップ
新潟交流　優勝×3
夏合宿・全北陸団体型　準優勝・全北陸型　３
位・全北陸組手　優勝・北陸交流・北陸交流型
１位×２・北陸交流組手１位

112

010050 小幡　玲 おばた （本部）
010051 林　愛夏 はやし （本部） 北陸交流・北陸交流型２位・北陸交流組手２位 12
020001 古泉　蓮 こいずみ （新潟中央） 型合宿 2

020002 斎川　翔 さいがわ （新潟中央）
型合宿
夏合宿

4

020003 斎藤琢磨 さいとう （新潟中央）
020004 櫻井頌悟 さくらい （新潟中央）

020005 佐次美裕 さじ （新潟中央）
型合宿・全日本大会（５月）
ドリームカップ・ドリームカップ優勝

40

020006 佐藤昌司 さとう （新潟中央）
020007 佐藤杏磨 さとう （新潟中央）
020008 渋谷雅彦 しぶや （新潟中央） 夏合宿・全北陸・全北陸型　優勝 24
020009 渋谷風人 しぶや （新潟中央） 夏合宿・全北陸・全北陸型　優勝 24
020010 高野達也 たかの （新潟中央）
020011 髙橋直人 たかはし （新潟中央） 新潟交流 2
020012 高橋優斗 たかはし （新潟中央）
020013 高橋憲広 たかはし （新潟中央）

020014 鶴巻　学 つるまき （新潟中央）
全日本大会（５月）・全中部・埼玉
夏合宿・全中部３位・全北陸

15

020015 中野谷佳毅 なかむら （新潟中央）
020016 橋本直也 はしもと （新潟中央） 新潟交流 2

020017 吉井　漣 よしい （新潟中央）
組手合宿
夏合宿

4

020018 渡邉龍郎 わたなべ （新潟中央）
020019 八戸孝広 はちのへ （新潟中央） 北陸交流・北陸交流組手１位 12
030001 飯田雄大 いいだ （新潟萬代橋）
030005 河原彩華 かわはら （新潟萬代橋） 型合宿・組手合宿・全北陸 6

030006 坂木荘介 さかき （新潟萬代橋）
新潟交流
新潟交流　準優勝

7

030007 坂木健新 さかき （新潟萬代橋）
新潟交流
新潟交流　準優勝

7

030008 関　美心 せき （新潟萬代橋）
型合宿・新潟交流
新潟交流　準優勝・北陸交流・北陸交流組手３

16

030009 高岡　優 たかおか （新潟萬代橋）
030010 高岡　諒 たかおか （新潟萬代橋）

030011 竹田碧生 たけだ （新潟萬代橋）
新潟交流
夏合宿

4

030012 星野　朗 ほしの （新潟萬代橋） 北陸交流 2

030013 和田琢磨 わだ （新潟萬代橋）
型合宿・新潟交流・全北陸
全北陸組手　優勝

26

030014 小杉耕太朗 こすぎ （新潟萬代橋） 北陸交流 2
040001 布施太雅 ふせ （新潟上所） 新潟交流　準優勝 5
040002 布施龍紀 ふせ （新潟上所） 新潟交流 12
060001 佐藤颯汰 さとう （新潟小針）
060002 佐藤煌之介 さとう （新潟小針）



No. 氏名 ふりがな 所属 参加行事・出場大会 ポイント

060003 澤田嘉一 さわだ （新潟小針）

型合宿・組手合宿・全北陸・全北陸団体型　３
位・全北陸組手　３位
福島大会・新潟交流・ドリームカップ
新潟交流　3位 優勝・北陸交流・北陸交流型３
位

46

060004 山口　豊 やまぐち （新潟小針） 型合宿・新潟交流 4

060005 山口裕也 やまぐち （新潟小針）
型合宿・新潟交流
夏合宿・全北陸

8

060006 渡邉琉太 わたなべ （新潟小針）

型合宿・組手合宿・全北陸・全北陸団体型　準
優勝・埼玉
福島大会・新潟交流・全中部・ドリームカップ
新潟交流　優勝×2、準優勝・北陸交流・北陸
交流型１位×２・北陸交流組手２位
夏合宿

82

060007 渡邉拓海 わたなべ （新潟小針）

型合宿・組手合宿・全北陸・全北陸団体型　準
優勝・全北陸型３位・埼玉
福島大会・新潟交流・全中部・ドリームカップ
新潟交流　優勝、準優勝×2・北陸交流・北陸
交流型１位、２位・北陸交流組手１位
夏合宿

83

070001 大島岳留 おおしま （新潟東）
新潟交流
新潟交流　3位×２

8

070002 大堀京也 おおぼり （新潟東）
新潟交流
新潟交流　準優勝

7

070003 加藤楓汰 かとう （新潟東） 型合宿・組手合宿 4
070004 近藤優多 こんどう （新潟東） 夏合宿 2
070005 杉崎裕生 すぎさき （新潟東）
070006 瀬倉結軌 せくら （新潟東） 組手合宿 2
070007 古田島海斗 ふるた （新潟東）
070008 堀江　健 ほりえ （新潟東）

070009 諸橋皇心 もろはし （新潟東）

型合宿・組手合宿
新潟交流・全北陸・全北陸型　準優勝
新潟交流　3位、優勝・北陸交流・北陸交流型
２位・北陸交流組手２位
夏合宿

45

070010 諸橋雄心 もろはし （新潟東）
新潟交流・全北陸
新潟交流　3位
夏合宿・北陸交流・北陸交流組手２位

16

080001 水上大資 みずかみ （新潟古町）
080002 山本剛史 やまもと （新潟古町）
080003 若狭利之 わかさ （新潟古町）

090001 加藤大介 かとう （黒埼）
型合宿・組手合宿・新潟交流・関東交流
新潟交流　優勝・全北陸
夏合宿・北陸交流

24

090002 佐藤　蓮 さとう （黒埼）

090003 渡辺悠広 わたなべ （黒埼）
型合宿・組手合宿・新潟交流
新潟交流　優勝・全北陸・全北陸型　３位

24

100001 稲田征男 いなだ （新潟新通） 型合宿 2
100002 稲田准一 いなだ （新潟新通） 型合宿 2
100003 武田悠汰 たけだ （新潟新通） 夏合宿・全北陸 4
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110001 山田真史 やまだ （新潟北）
新潟交流
新潟交流　準優勝

7

110002 木村円香 きむら （新潟北）
型合宿・組手合宿・新潟交流
夏合宿・全北陸・全北陸型　３位・北陸交流・
北陸交流型３位

21

110003 倉島　蓮 くらしま （新潟北）

110004 真島巧之介 まじま （新潟北）

東京東交流・全関東・総本部交流・
東京東交流（組手１位）
型合宿・組手合宿
総本部交流（組手１位）
福島大会・全中部　優勝・全北陸
新潟交流・ドリームカップ・全中部
新潟交流　3位、優勝×2、準優勝、入賞
夏合宿・全北陸　2位・埼玉・埼玉３位・群
馬・群馬３位・関東交流・北陸交流・北陸交流
組手１位

118

130001 明間紀章 あけま （新津）
130002 田村直生 たむら （新津） 型合宿 2

130003 樋口暖希 ひぐち （新津）
型合宿・組手合宿・新潟交流・関東交流
夏合宿・全北陸・全北陸組手　準優勝・北陸交
流・北陸交流組手１位

34

130004 樋口心乃 ひぐち （新津） 夏合宿 2

140001 磯部司陽 いそべ （新発田）
型合宿・組手合宿
夏合宿

6

140002 磯部愛心 いそべ （新発田）
組手合宿
夏合宿

4

140003 伊藤　力 いとう （新発田） 新潟交流 2
140004 小幡航大 おばた （新発田） 型合宿・組手合宿 4

140005 佐藤要路 さとう （新発田）
新潟交流・全北陸
新潟交流　優勝

14

140006 鈴木泰士 すずき （新発田） 新潟交流・全北陸・全北陸型　３位 10

140007 田邊龍義 たなべ （新発田）
型合宿
夏合宿

4

140008 中村　陸 なかむら （新発田）
型合宿・組手合宿・新潟交流
夏合宿・全北陸

10

140009 山下　研 やました （新発田）
型合宿・新潟交流
新潟交流　準優勝

9

150001 浅野　実 あさの （三条） 全北陸 2
150002 小倉杏優菜 おぐら （三条）

150003 小澤敬音 おざわ （三条）
新潟交流・全北陸
新潟交流　3位

7

150004 黒坂　仁 くろさか （三条）
150005 後藤舞衣 ごとう （三条）
150006 小林　彬 こばやし （三条）
150007 小林　梛　 こばやし （三条）
150008 佐藤飛来 さとう （三条）
150009 佐藤侑和 さとう （三条）
150010 佐藤有流 さとう （三条）
150011 佐野航平 さの （三条）
150012 佐野晴菜 さの （三条） 夏合宿 2
150013 佐野　昇 さの （三条）
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150014 髙山星那 たかやま （三条） 夏合宿 2
150015 髙山希歩 たかやま （三条） 夏合宿 2
150016 中島琉希亜 なかじま （三条） 新潟交流・全北陸・北陸交流 6
150017 丸山秀星 まるやま （三条） 組手合宿 2
150018 グヤ　モーテザ もーてざ （三条）
150019 諸橋　隆 もろはし （三条） 全北陸 2
150020 山内宏哉 やまうち （三条）

150021 山口有香 やまぐち （三条）
新潟交流・群馬・埼玉
新潟交流　優勝

16

150022 佐藤瑞紀 さとう （三条） 全北陸・全北陸組手　準優勝・北陸交流 14
160001 大川和憲 おおかわ （長岡）
160002 小野塚蒼士 おのづか （長岡）

160003 加藤颯真 かとう （長岡）
型合宿・新潟交流・全中部・ドリームカップ
新潟交流　優勝、準優勝・全北陸・埼玉

21

160004 加藤貴明 かとう （長岡）
型合宿・新潟交流・ドリームカップ・全北陸・
北陸交流・北陸交流型２位

17

160005 加藤愛友花 かとう （長岡） 型合宿・新潟交流・全北陸 6

160006 加藤楓基 かとう （長岡）
型合宿・全北陸・全北陸団体型　３位・埼玉
新潟交流・ドリームカップ

18

160007 岸　勇太 きし （長岡）

160008 斎藤大介 さいとう （長岡）
新潟交流・全北陸
新潟交流　3位・北陸交流・北陸交流組手２位

14

160009 品田清文 しなだ （長岡）
160010 長原大翔 ながはら （長岡）

160011 山田裕生 やまだ （長岡）
型合宿
夏合宿

4

160012 結城麻斗 ゆうき （長岡）
160013 渡辺浩嘉 わたなべ （長岡）
160014 大羽賀ひろみ おおはが （長岡） 夏合宿 2
170001 南雲和正 なぐも （十日町）
170002 南雲逸紀 なぐも （十日町） 新潟交流 2
170003 村越冠太 むらこし （十日町） 型合宿・新潟交流・全北陸 6
170004 山本　翔 やまもと （十日町）
180001 大高龍雅 おおたか （柏崎）
180002 藤澤正人 ふじさわ （柏崎）
190001 天野　守 あまの （佐渡）

190002 市橋正巳 いちはし （佐渡）
型合宿
夏合宿

4

190003 市橋唯伊 いちはし （佐渡）
190004 越前健陽 えちぜん （佐渡）
190005 越前康太 えちぜん （佐渡）
190006 雜賀悠吏 さいが （佐渡）
190007 佐藤隆幸 さとう （佐渡）
190008 中村　敬 なかむら （佐渡） 型合宿・組手合宿 4
190009 中村　天 なかむら （佐渡） 型合宿・組手合宿 4
230001 石野羽琉 いしの （上越） 北陸交流 2
230002 牛木悠天 うしき （上越）
230003 笠原　紡 かさはら （上越） 北陸交流 2

230004 加藤修一 かとう （上越）
全関東・組手合宿・全中部　優勝・全北陸・群
馬・群馬２位・東北

25

230005 金子武浩 かねこ （上越） ドリームカップ 4



No. 氏名 ふりがな 所属 参加行事・出場大会 ポイント
230006 小池達也 こいけ （上越）

230007 小池銀史 こいけ （上越）
新潟交流・全北陸
夏合宿・北陸交流・北陸交流型３位

11

230008 小山秀樹 こやま （上越） 全関東 2
230009 近藤良樹 こんどう （上越）
230010 杉田　陽 すぎた （上越） 北陸交流・北陸交流型１位 12
230011 杉田　咲 すぎた （上越）
230012 豊岡美月葵 とよおか （上越） 新潟交流・全北陸・北陸交流・北陸交流組手３位 9
230013 長谷川奨 はせがわ （上越） 北陸交流 2
230014 樋口勝也 ひぐち （上越） 夏合宿 2
230015 藤本小春 ふじもと （上越）
230016 堀川真聖 ほりかわ （上越） 新潟交流・全北陸・北陸交流 6
230017 松夲優來 まつもと （上越） 北陸交流 2
230018 松夲　澪 まつもと （上越） 北陸交流 2
230019 横山里桜 よこやま （上越） 北陸交流 2
230020 横山光里 よこやま （上越） 北陸交流 2
230021 横山　翔 よこやま （上越）
230022 宮川三太夫 みやがわ （上越） 新潟交流・北陸交流・北陸交流組手３位 7
230023 岡田凛音 おかだ （上越） 北陸交流 2
230024 牧絵桜子 まきえ （上越） 北陸交流 2
240001 酒井大造 さかい （妙高）
240002 宮川寛也 みやがわ （妙高） ドリームカップ 4
240003 森澤　悟 もりさわ （妙高）
250001 飯田龍翔 いいだ （糸魚川）
250002 伊藤己葵 いとう （糸魚川） 北陸交流・北陸交流型２位 7
250003 近藤　陸 こんどう （糸魚川） 北陸交流・北陸交流型２位 7
260001 西條仁奈 さいじょう （高田駐屯地） 北陸交流 2
260002 古川敏廣 ふるかわ （高田駐屯地） 型合宿 2
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